
平成 14 年第 19 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 19  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年７月 17 日(水) 17:32～18:40 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)今後の経済財政運営と「基本方針 2002」の推進について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○経済財政諮問会議の今後の予定（案） 

○構造改革を確実に進めるために（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、官房長官、遅れておられますが、ただいまから今年19回目

の経済財政諮問会議を開催いたします。 

先週、先々週と２週お休みをさせていただいたのでありますが、下期に向けま

して、また活発な議論をお願いいたしたいと思います。 

本日、予定を当初より短縮しまして、１時間程度の時間を予定しておりますけ

れども、まず、今日は私の方から経済財政諮問会議の今後の予定、運営等につい
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てお話をさせていただきまして、予算の議論を控えておりますので、マクロ経済

の動きと経済財政の関係について問題の提起をさせていただきたいと思います。

それを踏まえて、民間議員から「構造改革を確実に進めるために」というペーパ

ーが出ておりますので、御議論をいただきたいと思います。 

○今後の経済財政運営と「基本方針2002」の推進について

（竹中議員） それでは、お手元の「経済財政諮問会議の今後の予定（案）」という

紙をごらんいただきたいと思います。この紙、「1.当面の予定」ということで、

大きく１月及び８月の予定と本年９月以降の予定というふうに分けておりますが、

まず、７月及び８月につきましては、諮問会議は早急に「基本方針2002」の推進

に向けての審議を開始するということであります。 

３点あります。 

まず、第１は制度・政策改革の集中審議について。御承知のように、基本方針

では、「各大臣が責任を持って各省庁の政策・歳出を『根元』から改革する」と

いうふうにしておりますが、これを実現するために、８月の下旬、３回程度諮問

会議を集中的に開催しまして、各大臣にイニシアティブを表明していただいて、

集中的な審議を行うということを予定しております。各２時間程度３回というこ

とで、ちょっときつい予定ではございますが、これを実現する必要があるのでは

ないかと思っております。 

第２に平成15年度の「予算の全体像」と概算要求基準について。昨年から、こ

の諮問会議という仕組みを使った予算のプロセスが始まったわけでありますが、

基本的には、マクロ経済との整合性を考えながら、マクロ的な視点での予算の全

体像を諮問会議が議論して、詳細な予算の積み上げ、査定を財務省が担当すると

いうのが基本的な認識であろうかと思いますが、昨年第１回目ということで「予

算の全体像」について、まだまだ十分な議論ができなかったという反省を踏まえ

まして、この点をしっかりと議論したいというふうに思います。 

第３点の政策金融・金融面の課題についてでありますが、政策金融については、

以前に引き続いて、そのあり方の議論を行う。総理の施政方針演説で政策金融の

あり方は今年中にその結論を得るというふうにしておりますので、それに向けて

議論を進めると。しかし政策金融というのは、民間の金融のあり方と表裏一体で

ありますので、官民含めた金融のあり方を幅広く議論する。金融庁が中期の金融

のビジョンを議論しているということでもありますので、そういった観点からの

議論を深める必要があると思います。 

９月以降の予定でありますけれども、７点書いております。 

まず「基本方針2002」の進捗状況の検討・フォローアップ。先ほど申し上げま

した制度・政策改革の集中審議をさらに進めることに加えまして、基本方針で示

した経済活性化戦略、税制改革等の具体的な実現に向けた議論を行う必要があろ

うかと思います。この点でぜひ１点申し上げておきたいんですが、今までどちら

かというと政策の入口論をここで議論して、基本方針とか、コンセンサスを得る
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というための議論をすることが多かったんですが、今度はどちらかというと入口

を踏まえた政策の出口論、具体的な政策をするということでありますので、でき

るだけ具体的に提案をいただいて、この場で、それはこうしようではないか、こ

こはもう少し議論しようではないかというような議論ができれば、そういう議論

をする必要があるのではないかというふうに思っております。以前これは塩川大

臣からも、具体的にここで決めるような機動的な運営をというお話がありました

が、政策での出口論に関してはぜひそのような運営をしたいと思います。 

第２の「歳出の構造改革」、これは非常に大きなテーマとしての地方行財政改

革、これを進めなければいけないという問題があります。社会保障制度、主要歳

出分野の構造改革。 

さらに、（3）の「教育・人材・雇用を中心とする人間力戦略について」は、経

済活性化戦略の中で、特にもう少し踏み込んで、この問題を議論しようというふ

うに総理から指示が出ている分野であります。 

「政策金融」に加えて「平成15年度財政運営について」ということで、概算要

求の状況、これは９月ごろからと思いますが、さらには、予算編成の基本方針等々

11月から12月にかけて、さらには税制改革等の議論を進めていく。 

また、(6) に書いておりますように、必要に応じてデフレ・金融システム・不

良債権問題等々、根本的な問題を議論していきまして、今年の１月に「改革と展

望」を取りまとめておりまして、これは毎年ローリングで見直すというふうに明

言しておりますが、今回も同じようなペースで、この「改革と展望」を完成させ

るというのが大きな作業になろうかと思います。 

次のページには、参考までにラフなカレンダーといいますか、順序を書いてお

りますので、ごらんをいただきたいと思います。 

（本間議員）  それでは私の方から、「基本方針2002」及びその基本方針をまとめる

際に総理が諮問会議に対してお出しになった御指示を勘案し、かつ、その後の経

済動向を踏まえて、今の時点で「構造改革を確実に進めるために」ということで、

民間議員の立場からまとめたのがお手元にお配りしたペーパーであります。 

小泉内閣の構造改革、これは経済と財政の悪化に、一応、歯止めをかけてきた

というのが今の段階だろうと思います。この成果に立って、「改革と展望」で描

かれたシナリオ、つまり今年はゼロ成長、来年は0.6％、さらに1.5％という想定

しているもの以上の成果を上げていくためは、歳出改革、税制改革、規制改革、

金融システム改革、これを強力に取り組んでいく必要があろうかと考えます。 

この局面において非常に重要なのは、「基本方針2002」を具体化していく予算

編成、税制改革、そして具体の法令の改正等に結実化させていくことでありまし

て、そのために経済財政諮問会議が積極的な役割を果たし、総理の指導の下、リ

ードしていくということが重要であろうと考えます。さらに、昨年は総理が就任

されて時間が余りなかったということで、予算編成あるいは税制改革のそのもの

のプロセスを含めての定型化というものが駆け足で行われたということもござい

まして、実質的には、今年が本格的な予算編成の初年度であります。その意味で、
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国民の期待に確実に応えていくために、透明性ある説明責任を果たした予算編成

プロセスというものをどのようにつくり上げていくかということは非常に今後に

とっても重要なことであろうと考えております。 

具体的には、「今後の経済財政運営の考え方」でございますけれども、経済の

活性化と財政規律の強化をし、財政健全化をどのように実現するかという、この

２つの目標の両立、これを 大の課題にするということでありますし、そのため

には、財政健全化に向けて15年年度については一般歳出を大胆に削減し、前年度

を下回る水準とする。これは「基本方針2002」の考え方に沿った形にしておりま

すし、経済活性化の切り札は、歳出改革の成果も財源として活用し、減税により

政府から民間に資金を還元することと、規制改革の推進を行い、さらには金融シ

ステム改革で金融面の桎桔を早急に取り除くということが必要であろうと考えて

おります。これは総理指示に基づいておりますし、現在アメリカの資本市場等に

おける問題、あるいは為替レートの問題等でリスクが増大をしておりますので、

それに対して構造改革を進める上で積極的な対応というものが今の状況の中では

求められていることだろうと思います。 

２の「今後の具体的取組み」でありますけれども、昨年の予算編成でそれなり

の成果が得られたわけでありますけれども、今年は経済財政諮問会議において、

歳出改革と税制改革を一体として総合的な政策対応のあり方、あるいはマクロ経

済動向と整合的な予算のあり方、先ほど申し上げました中期の「改革と展望」に

沿った経済財政運営、こういうものを十分に整合的な形で審議をし、そしてそれ

を「15年度予算の全体像」、これには歳出総額の見積り、重点分野への予算配分、

重点化の仕組み、これはマトリックス予算等でございますけれども、こういうも

のをきちんととりまとめ、それを概算要求基準につなげていく必要があろうかと

考えております。その際、それぞれの所掌の大臣等に来ていただきまして、各府

省の制度・政策を「根元」から変革をし、総理主導のトップダウン的な改革を推

進していくために、予算編成の作業が具体化をする10月以降に先立って、８月に

は集中的に各大臣のイニシアティブを発揮していただくために、ここの場におい

て問題提起をしていただいて、その審議をして、その成果を予算編成、法令改正

に結びつけていくというプロセスをつくり上げるべきだろうと考えております。 

３番目は経済活性化にとりまして、予算編成と並んで規制改革、金融システム

の改革というものは、これは極めて重要なテーマであります。特区構想等も出て

おりますし、金融制度のあり方について金融庁においても検討が進められ、報告

書をまとめられておりますし、さらには、経済財政諮問会議において、検討を委

ねられております政策金融におきましても、今後十分な審議をし、改革に結びつ

けていくということをやる必要があろうかと考えます。 

そして 後に、「予算編成の基本方針」の策定と「改革と展望」の改定であり

ます。これは平成15年度の予算、税制改革を含め、「予算編成の基本方針」をき

ちんととりまとめて、小泉構造改革の予算におけるスピリットを明確にすると同

時に、財政構造改革、地方行財政改革など種々の制度改革、規制改革、さらには
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経済の活性化のために人間力戦略などによる全体の方針をとりまとめ、「改革と

展望」の改定につなげていくということが重要な作業になってこようかと考えま

す。 

現時点におきまして、民間４議員はこのような考え方に沿って、今後ともきち

んと諮問会議の場において、さらに内容を詰める必要があろうかということで、

このペーパーをまとめました。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ自由に進め方の議論をしていただき

たいと思います。 

（塩川議員） 私、これ４議員の先生方から出してもらうのは非常に結構なことで、

またこれを中心に議論をするのを、何も私はそれをはばかるものでも何でもない

んですが、往々にして、これがこの諮問会議の決定のように報道されて、そのこ

とが表に出てしまいまして、それと若干違うことを言うと、小泉内閣のイニシア

ティブが崩れているとか、あるいは各省が反対しているとか、そういうふうに出

てくるんですね。私は、この出し方を非常に気をつけてもらわないと、なかなか、

このままでもしぽっと出まして、こういうことで諮問会議で決まったんやと、こ

う言われてしまったら、私はとても責任持てませんね。本当のところ。じゃ、そ

れはどこが責任を持っているんだということになると思うんですですが、私、ひ

とつ言いますと、１ページのところの１の「今後の経済財政運営の考え方」とい

うのがありますね。その中の（2）の「財政健全化に向けて、15年度予算について

は一般歳出を大胆に削減し、前年度を下回る水準とすると」と、こう書いてある。

これはわかるんですよ。わかるんですけれども、それじゃ、具体的に平成15年度

の歳入はどのぐらい見込んでおられるのでしょうか。私、それを聞きたい。歳入

ですよ。歳入を抑えてみて、それで平成14年度は前年度並みですから、平成14年

度並みに抑えるということはどこで抑えるかということを、むちゃくちゃでもや

りますけれども、そこらの方針を出しおいてもらわないと、これは財務省でやれ

というんですか。どうでしょう。私、そこら、ちゃんと考えてもらわなきゃいか

んということが１つ。これ、よろしいな。 

それからその次、３番目のところです。「歳出改革の成果も財源として活用し

た減税」と、こうなっている。そうすると小泉総理の言っていることに、歳出効

果は財源に使わないという原則がありますね。それと、歳出削減によって、それ

を減税に使うのだったら、どういう具合いにするのかという、ここの考え方をひ

とつ整理しておいてもらわないといかんと。私、これをずっと読んでおって、私

が今まで言っているのとちょっと違うなという感じもするものですから聞いてお

るんです。 

それから、次の２枚目の上の４行目のところですか、「15年度予算の全体像」。

重点分野への予算配分と重点化の仕組みをどのようにまとめるのか。このことに

ついては、私は前にも申し上げていると思うんですが、平成14年度の予算を組む

ときに７分野をやって、その程度の実施状態がどうなのかということ、これを公

表してほしいと。その上に立って、さらに平成15年度の予算をここへどうするか
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ということの重ね合わせをやってほしいと思っているんですが、これは本当にで

きるのだろうかということなんです。その上でないと概算要求というのはなかな

か難しい。私は時間的に難しいと思っているんですよ。これが１つあります。 

それからもう１つ、これは小さい話でいじわるのような、根性悪のような質問

ですけど、竹中先生、２番目のところに書いてある「８月と、予算編成作業が具

体化する10月、11月に、関係大臣の御出席を得て」と、こう書いていますね。そ

れで規制緩和だとか何とか議論するんだと思うんです。ここでできるんでっしゃ

ろかな。ほんと。８月の予定を今見たら、ちょっと計画に入っていない。８月呼

んでやるという、さっき見たら日程があったでしょう。ちょっと簡単に15年度予

算のことがちょこんと書いてある。それから９月、10月、こんな程度のことで本

当にいけるのかなと。それよりも、幅広くあれもこれも改革というのではなしに、

どこか絞ってくれませんか。今年は社会保障だというような、都市開発だとか、

そういうようなものに絞ってもらわんと、とってもできまへんで。あれもこれも

と手をつけるから、みんな中途半端になってしまって、言うばっかりになってし

まうんですよ。その点、もう一回考えてくれませんか。 

（竹中議員） ちなみに、これは民間議員のペーパーですから。 

（塩川議員） それから４ページのところです。４ページの税制改正のところです。

そこで見ていると、 後の改革の進め方のところに、「特に、以下のものについ

ては、15年度税制改正で実現を目指す」と書いてある。これは結構なんです。そ

こに１つ、「法人の税負担の軽減」と書いています。これをやるのだったらやる

で、財源をどうするのかということを併せて、私は何も減税先行でいけとか、あ

るいは減税を通じてだとか、そんな堅苦しいことを言っているんじゃないですよ。

だけれども、減税はやっていくのだったらいいんだが、その見返りとして、増税

はどの程度でやるんだということなんかも併せて考えておいてもらわんと、これ

はできない。それから相続税の一元化。それから企業所得課税も、要するに財源

の方向をある程度明示してもらいたいということなんです。増減税のバランスを

とれといったらとれます。ある程度増税もできます。だから、どの程度のことを

やるんだということの規模も併せてやってもらわんと、言葉だけが先行してしま

って、法人税５％なんてえらい金額でっせ。ちょっと我々、ひとり歩きされてし

まうと怖い。 

こういうことなんです。それをひとつ決めておいてもらわんと、ちょっとなか

なか前に進みにくいということです。頼みます。 

（竹中議員） ありがとうございます。恐らく民間議員の方々からいろいろ御意見が

あると思います。どうぞ。 

（奥田議員） 一番 初の中身のことについての財務大臣のお話はよくわかりました

けれども、一番 初のこれが、民間議員の書いた資料が外へ出て、これがそのま

ま財政諮問会議の結論だと。そう言われて、それは我々も現実に困っている話で。 

何か４人組がおって、４人組が経済諮問会議を引っかき回しておるとかそんな

ような感じが、正直言って言われることもありますし、甚だ迷惑を被っておるん
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ですよ。 

（塩川議員） 僕は本当にいい提案をしてもらっておるので、一生懸命考えて言って

いる。 

（奥田議員） 私どもの考え方は民間議員の４人のこの会議に対する提案であって、

決してこれを結論にするとか、そういうことを考えているわけではありません。 

（塩川議員） それはわかっているんです。そういうふうにとられてしまうから、よ

ほど発表の仕方の問題だと思う。 

（牛尾議員） 僕らの意見なんです。みんなの意見が議事録に載るわけでしょう。そ

の後どうするか。非常に対立したときには、総理がおっしゃるように、大いに議

論した結果、どうまとめるかということは、竹中大臣のもとで調整して、 後に

総理が決められることになる。 

（塩川議員） 竹中先生、党をよく歩いているから、党の接触が多いんですよ。ここ

が決まったら、こんなことけしからんじゃないかと、そっちへやられていると思

うんですよ。それを決まったことになってしまうような表現なんだ。 

（牛尾議員） それは間違っているんですよ。民間議員の意見です、それは。 

（奥田議員） 一般の人がそういうようなことを感ずるとか、議員の方がそういうこ

とを感ずるというのであれば、正直言って、私はこの前、問題提起したんですけ

れども、牛尾さんに代表してもらって答申書を総理に出してもらっていると。あ

れを写真に撮られるというのは、そもそも何か民間議員４人が何か出しおったと、

けしからんと、こういう話ですからね。あれは答申するのは議長である総理が総

理に答申するような。 

（塩川議員） 何であんなことをやったんや。 

（牛尾議員） 答申書を竹中大臣が総理に渡すのがいいんじゃないですかね。 

（塩川議員） これ、事務局じゃないの。 

（牛尾議員） じゃ、どうするんですか。 

（小泉議長） この会議で決めればいいんです。 

（奥田議員） あの写真が世間を相当刺激していまして、民間議員が答申したと。４

人組がけしからんと、こういう話になりまして……。 

（塩川議員） 僕らは 高の頭脳の４人組の提案を我々が勉強しているんだと言って

いるんだけれども、何か結論で言われてしまうからな。 

（竹中議員） 一通り皆さんどうぞお話しください。吉川先生どうぞ。 

（吉川議員） 幾つか発言させていただきます。１つは、今問題になっています財務

大臣の御発言なんですが、我々のペーパーはもちろん提案です。提案に書いてあ

ることは、この諮問会議で「平成15年度予算の全体像」のとりまとめをやるのが

いいということを言っているわけで、それをこの会議で大いに議論・審議をさせ

ていただきたい、こういうことです。 

それと、先ほどからの減税との関係ですけれども、我々のペーパーでは、我々

のもともとの考え方ですけれども、歳出カットを減税の財源にする。全部でなく

てもですね。そういう考え方を持っているわけです。もちろん歳出カットだけを
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やって、減税の方にその分回さなければ、その分国債の発行は減ります。その分、

見かけ上は、あるいは短期的には財政再建が早くできる。ペースが早まる。これ

は当たり前のことです。しかし、我々の考え方は、急がば回れ、急いては事をし

損じるというものです。 

    例えば、東京からどこか遠いところまで車で行くときに、地図の上に直線を

引いて、その直線に一番近い道で行くのかいいか、そんなことはないわけです。

曲がりくねった細い道しかないかもしれないですね。遠いようでも一旦高速道路

乗っていった方が結果的には早い。要するに急いては事をし損ずるというのが私

たちの基本的な考えということをぜひともお考えいただきたい、これが２つ目で

す。 

それから、３つ目は、既に本間先生の御説明にもありました。この会議でも何

回も議論して、私自身発言させていただいたんですが、金融システムの安定が「改

革と展望」に描かれているシナリオを実現するために必要なことだということで

す。これは政府としても引き続ききちんと考えていただいて、また諮問会議でも

折りに触れて議論させていただきたいと、こういうことです。 

以上です。 

（塩川議員） そこで吉川先生、例えば１ページの(2) の「大胆に削減し、前年度を

下回る水準とする」とある。そうすると、これに伴って私の方からここへ諮問し

たいのは、「歳出と項目のこういうところ、平成14年度はこういう予定でしたが、

この範囲内でおさめるんですか」とか、そこらの議論を並行してつけておいても

らって、その結果として結論が出た。そうしてもらわないと、これだけが先に出

てしまうものだから組めなくなってしまうと、こういうことを言っているので、

御理解していただきたいと思うんです。 

（竹中議員） 民間議員が言っているのは、２ページ目に書いているように、そうい

うことを踏まえた全体像を次回以降ちゃんと、財務大臣が言われたような、財源

の問題も含めてしっかりと議論したいと、そういうことを言っておられるという

理解なんです。片山大臣、牛尾議員の順番でお願いします。 

（片山議員） この中で予定表の方についてですが、８月の終わりは財務省に各省庁

が概算要求を出しますよね。今は国会中ですから各省とも表立ってはやっていな

いかもしれませんが、密かにやっていまして、これをまとめて、８月の終わりに

は、まだ事前審査ですから自民党の各部会の了承を得て、それから与党調整を経

て提出するわけです。提出したら、これは与党も了承していますので役所と二人

三脚になる。これをまたガタガタやるのは大変ですよ。資料を見ますと、10月、

11月に政策や制度の集中審議をやるようですけれども、予算というのは、大きい

ものは全部制度につながっているのですよね。法律を改正する必要が出てきます。

それを10月、11月に決めるのでは、平成15年度の予算は間に合いません。平成16

年度になってしまいます。そこのところはどのようにお考えかということを整理

していただかないと。もう概算要求が近いですから、ぜひお願いしたい。 

それから、今の減税の話ですが、財源を歳出カットで出すと言っていますけれ
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ども、「基本方針第２弾」で、公共事業、ＯＤＡもカットをしているのですよ。

それさらに切り込むということですか。それはなかなか大変です。そこで、減税

の財源は、歳出削減してもかなり限界があると思います。それに大きな減税の財

源にはなりません。またそれが切り込めるようならもっと楽ですよ。切り込めな

いから困るので、そうなると結局、国債ということになってしまいます。そこの

ところはよくお考えいただかなければいけないと思いますし、今、「基本方針第

２弾」などで、ある程度の歳出カットをすることになっています。我々の分を含

めて全部です。それをさらに切り込むということが前提なのかどうかという議論

です。 

それから、ここの参考の方の現状の資料を見ますと、総理がこの前、政府税調

へ指示したことのつまみ食いになっているのですよね。申し訳ないけれども、民

間の議員さんも都合のいいところだけをつまみ食いしてはいけません。あれはあ

れでまとまって総理が指示したのですからね。私のところだけとは言いませんよ。

いいことだけつまみ食いでは、これがまた出たら経済財政諮問会議は方針が変わ

ったのかということになってしまいます。 

（塩川議員） 地方を入れなければあかん。 

（片山議員） 地方のことだけ言っているのではなくて、経済財政諮問会議は、以前、

総理がこういう指示をして、今度出すペーパーでは全然違うじゃないかというこ

とになる。そこのところは整合性がなければね。私は経済財政諮問会議は民間の

議員さんが中心で一向に構わないと思いますけれども、整合性がなければいけな

いと思いますよ。そこのところの調整をしていただかないと、いろんなことが言

われるのではないかと思います。このペーパーは提言ということなので、参考の

方は、特に本間先生の説明がなかったのですが、これは別ですか。これはこの前

の２ページと一体でしょう。 

（本間議員） メッセージをまとめたのが私が説明をした部分で、実質的な中身につ

いては、参考資料として添付しています。 

（片山議員） この中身については、ここでの議論とは違う感じがややありますよ。

申し訳ないけれどもつまみ食いだと私は思います。地方のことは関係ないですよ。

少しは関係がありますが、そればかりですから。 

（牛尾議員） 確かに平成15年度予算について、どのような現実性を持つかというの

は一番のポイントだと思うんです。しかしながら、今、片山大臣がおっしゃった

裁量的なボトムアップの歳出カットだけではかなり難しさがあるだろうと思いま

す。それを８月の大臣イニシアティブで、６つの省から話を聞いて、その中から

どれを早くできるかということを選ぶ。今、塩川大臣がおっしゃったように、全

部たくさん出てきますよ。僕の聞いた範囲では、20、30出てくると思います。そ

の中からできそうなものを、しかも非常に国民の支持を得るものを４つか５つ選

択をして、それだけは来年の予算に間に合うようにすることによって、さらに可

能性があるのではないかということが１つです。 

それからもう１つは、塩川大臣がおっしゃった平成14年度の検証ができ上がっ
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ていないんです。 

（塩川議員） 言いっぱなしなんだよ。 

（牛尾議員） それを検証した上で、平成15年はその反省を込めてどうするかという

ことになると、残念ながら、今聞いているスケジュールから言うと時間がないん

です。だから、概算要求基準はもう少し遅らせて、そういうことを固めたところ

で一気に大綱を決めるか。平成14年度の検証を何とか間に合わせて欲しい。 

（塩川議員） そうしたらどうするんですか。 

（牛尾議員） それを今日はむしろ御専門の方に聞きたいぐらいで、それが１つのポ

イントです。もう１つは、やはり去年から始めている問題は、基本は構造改革な

んです。構造改革というは経済のシステムの変更ですから、構造改革ではいろん

なことをやるけれども、効果が出るのには３年か４年かかるものなんです。それ

でも、それを優先して経済のシステムを変える。それは総理がしばしばおっしゃ

っているように、これまでの管理型のものから競争による活力の活性化型に政府

依存型の経済から脱却して、民間主導型の競争の活力をつけるシステムに変える

わけですから、変える過程では、従来のシステムに属している人たちは非常につ

らい目に遭うわけです。活性化の効果が出るには若干時間がかかる。そこで集中

調整期間というのを設けて、そこはかなりつらい我慢する時期であるのに、みん

ながそれほど苦しまなくても経済システムが変わるように思わせています。この

調整期間というのは相当つらい時期があるんです。つらくなくてうまくいくと言

っているところに大きな錯覚があるので、税制一つとっても増税かといって皆さ

ん反対するし、歳出カットでも相当つらいカットをしなければ構造改革はできま

せん。つらいというと、そこで皆やめますから、つらいといってやめるような程

度のものだったら構造改革はできません。そこで、総理が特殊法人とか、道路と

かいろんな厳しいところに手を突っ込まれて、これをやろうとする。それも政治

改革が先に走って経済改革の効果が出るまでは若干時間がかかる。しかし、ある

ところには集中している。そこから財源を引き出すというような話はこれからの

話で、今日もしそういう方向で全体像をつくるということで、経済財政諮問会議

が全体像をつくる作業に入るとすれば、我々24日に主計局とお会いして、その後、

早急にこういう考えではどうだろうかという具体的なものを若干ここへ示して、

そこで批判をしてもらって、あとはこういう方向でというようなことでやるのが

恐らく月末ぐらいでしょう。その後、月初に再度議論して、第２週ぐらいには結

論を出したいと考えていますので、相当スピーディーな作業になるから、しかし、

主計局ともこれからよくお話をして、今考えているより、もう一回り大きい歳出

カットをしないと構造改革はできないんですよ。 

（塩川議員） それはわかっているから。 

（牛尾議員） 去年も特殊法人から5,000億円歳出カットしたからできた。 

（塩川議員） 牛尾さん、わかっているから、第２項目のところ、ここで歳入はこれ

だけだと、そうしたら歳出はこうなるということの大枠だけでも、この枠内でい

こうじゃないかというものを示して欲しい。 
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（牛尾議員） それは次回に提出します。 

（塩川議員） その合意のもとでこれを書いてもらわないと。 

（牛尾議員） それはそうです。民間議員がそんな大それたことはできませんから。 

（片山議員） １割カット、さらにカットするということを書かなければだめです。 

（牛尾議員） それは議長である総理と塩川大臣が、ぜひそういうものをつくれとお

っしゃられたら我々は書くのであって、言われないのに勝手に書くことはできま

せん。次回にはそれを準備しますよ、次回には。 

（塩川議員） これはまた明日の朝見たら出ていますよ。 

（牛尾議員） 説明に回ると漏れるんですよ。つくっているときは漏れないけどね。

そういうことでやりますけれども、尋常なことでは構造改革はできないんだとい

うことだけはね……。 

（塩川議員） それはみんな言うておるもの。 

（牛尾議員） 去年は相当すごいことをやったわけです。支持率は80％もあったから

通りましたが、今年も相当なことをやらないと。 

（小泉議長） 支持率は関係ないからね。支持率高いからできたんじゃないんだよ。

低くてもやるんだよ。 

（牛尾議員） そう言ってほしかった。今年もあの倍ぐらいのことをやらないと。 

（小泉議長） 今年はもっとできるよ。 

（牛尾議員） もっとやらないと歳出が減らない。 

（小泉議長） できない、できないと言っているけど、もっとできるよ。 

（牛尾議員） その辺の閣僚の中のそういう議論には、民間議員は参加したくないか

ら黙っていますけれども、やってほしいわけです。 

（塩川議員） 支持率２％上がったのは、道路と郵政の法律が通ったからだよ。 

（牛尾議員） そうです。そのぐらいのことを８月のイニシアティブの中でも３つほ

ど選ぶ必要がある。それからもう１つは、中央から地方に行く財源移譲、国庫補

助金カットもここに入れないといけません。 

（片山議員） 概算要求は勝手にやれということですか。 

（牛尾議員） 片山総務大臣、要するに、補助金カットで財源移譲も中央との……。 

（片山議員） それは概算要求に入れさせないとだめです。 

（牛尾議員） そこで歳出をまた入れれば、またいっぱい出てくるんですよ。 

（小泉議長） 概算要求が大事なんです。 

（片山議員） 概算要求もある程度粗ごなししないとだめですよ。間に合いません。 

（牛尾議員） 今日、総理がそれをつくれとおっしゃれば民間議員はつくりますよ。 

（小泉議長） ８月にはちゃんといたしますから。概算要求で、それに従ってやって

もらう。 

（牛尾議員） 民間議員にもつくれ、財務省にもつくれと言って２案出てきたってい

いと思いますよ。ここで議論すればいいじゃないですか。 

（竹中議員） 御指摘のようなことをずっと議論してもらっていますので。ちょっと

一通り、すみません。本間議員、速水議員。 
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（本間議員） 私どもがこれをまとめたときには、これまでの議論と整合性がとれな

いとは全く考えておりませんで、その延長線上でまとめたというぐあいに理解を

しております。 

（小泉議長） 政府の税調会長の石さんが来たんだからね。 

（本間議員） 今、塩川大臣が御指摘の問題、これはここのペーパーでも書いてあり

ますように、「15年度予算の全体像」を概算要求の基準づくりに向けての前段階

として位置づけるということを提案しているわけです。つまり一挙に、また去年

のようにガイドラインが出てきて、あれよ、あれよという間に決めていくよりも、

むしろフレームを決めて、マクロとの整合性をとった上で、その後で財務省が概

算要求の基準づくりをしていただけないかというのがこの問題の骨格であると。 

（塩川議員） それは心得ているんですがね。 

（本間議員） もう一つは、これまでの予算編成というのは主計局マターと主税局マ

ターということもあるんですけれども、歳入と歳出が連動せずに議論されてきた

部分がございます。そこが積み重ねられますと、橋本内閣における予算で、後で

批判をされましたように、経済と整合性がとれない危険性が極めてあって、下押

しをする可能性があるということを前提にして、我々は経済活性化をどのように

中期展望のシナリオに沿って運営していくかということで、その流れをここで提

案をしているということでございます。この１の（3）に書いておりますようなこ

とは、そこを具体的に整合的な形でやれという総理の指示もございましたので、

そこでこの１の（3）はつけております。もし必要であれば、次回に大体のマクロ

経済とガイドラインを設定する上でのマクロ的な数値、あるいは、いろいろな政

策の可能性を含めたメモを民間議員がつくってもいいのかなと思っておりまして、

それを受けて財務省がまた概算要求基準づくりをしていただればと考えますが、

これは何も矛盾していないと思っているんです。 

（塩川議員） それを僕は言いたかったんです。それをやってもらわないと、概算要

求基準は少なくとも８月上旬に決めないと作業に入れませんからね。そのときに、

これは当然各省も競って聞いてきますから、一般歳出は幾らまでするかとか、７

分野のやつはどの程度やるんですかと。程度ですよ、僕は数字は言いませんが。 

（本間議員） ですから、ここはおずおずと出しておるわけでありまして、我々、具

体的に今出せということであれば出し得る状況はあったわけですが、ソフトラン

ディングをさせていくために、こういうステップを確実に踏んでいくのがいいだ

ろうということでやっていると理解をしていただけましたらありがたいと思いま

す。 

（小泉議長） これは余り具体化しない方がいい。これでいいんだよ、こういう表現

で。前年度を下回る水準というのは決まっているわけだから。平成15年度予算と

いうのは。それの具体化はこれからだから。それをどうやって実現していくか、

同時に歳出と歳入を１対１として考えると、こういうのはあっていいと思う。今

年は税制改革が入っているから。30兆円枠は言っていない。大胆かつ柔軟にとい

うのは、来年度にかかる予算編成なんですよ。だから、急がば回れじゃないけれ
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ども、中長期的に見て、来年度予算、税制改革はどうなるかということなんだか

ら、歳出と税収を一体として考えていいと思うんです。一部は。この部分は歳出

で賄うという発想があっていいんですよ。財務省は反対するけれども、そうじゃ

ない。何よりも大きいのは、大胆かつ柔軟な路線で、歳出は前年度より下回るけ

れども、税制改革があるから、30兆円の枠にいっていないということ。中長期的

に見てどうやってなだらかに財政の規律、健全化を図っていくかという視点が、

税収と歳出削減と税制改革は一体として考えてもらわないといけない。それと構

造改革。誰が去年１兆円以上の国庫を削減できると思ったか。とても無理だと。

方針を打ち出したとき、せいぜいやって5,000億円だと言った。今年は政府系金融

機関とか、郵政とか、総合的に考えるから。方針を出さないと党は絶対みんな反

対だからね。去年と同じだよ、道路公団も住宅金融公庫も方針だけ出して、これ

に従ってもらうようにするから。そこの大枠を議論してもらうのがこの経済財政

諮問会議だと。その方針を８月に打ち出します。 

（塩川議員） それはわかりました。そうすると、今、党内でどういう議論があると

いうと、これは竹中先生も聞いていると思うんですけれども、当然増から見て、

５、６兆円ひょっとしたらカットしなきゃならんぞと。平成15年度の予算は大体

こうなるという数字は政治家である者はみんな知っておるんだ。当然増からいっ

たら、35兆円ぐらいの国債を発行しなければならぬと言うておるわけや。それは

できないと。これはカットだと言っておる。一般歳出も全部ですよ。それだけ大

幅にカットするんだったら、いっそのことトップダウン方式でシーリングもなく

せと。シーリングして、こういうのはむしろ政府の方から、各省の割り当てを決

めてこい、こういう言い方もあるんです。そんなことをしたら党との話がまとま

らないものだから、それは絶対やらんと。やはりシーリングを適用して、それで

やってくれと言っているんです。そこの議論も詰めなきゃいかん。 

（牛尾議員） 考え方としては両方あるでしょうね。 

（塩川議員） それは非常に危ない議論になってくるんです。 

（牛尾議員） 来年度予算はそのぐらい大変な編成なんです。 

（小泉議長） 枠は設けなきゃだめ。枠は設定しなきゃいけない。野放図になるから。

要求を聞いたら収拾がつかないから。大枠は必ず設けなきゃならない。中身を変

えるのならともかく、枠を設けなきゃとてもできないですよ。 初から青天井な

んかだったら、増やすばっかりの要求だから、削るなどと絶対言ってこないから。 

（牛尾議員） 大事な分野に関しては、今回はトップダウンも必要ですね。 

（小泉議長） 党の方は役所の言うことを聞いてやるんだから。役所がこれやれ、こ

れやれと言うと、その言うことを聞いてやるんだから、聞いていたら何も削減な

んかできないですよ。 

（本間議員） 民間の議員の提案は、御指摘のとおり概算要求をちゃんと基準づくり

をした上で、しかし、それはすぐには制度改革のところに結びついていかない危

険性がありますし、昨年の経験からしても、そこを根元からどのように見直して

いくかということが非常に重要だということで、２ページの（２）のところで「制
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度・政策改革の集中審議」という形で各大臣にイニシアティブを発揮していただ

きたいと。 

（片山議員） それは平成16年度以降になりますよ。 

（本間議員） ８月に実施して、平成15年度に反映させたい。 

（片山議員） 制度というのは法律を直さなければいけないのですから。 

（本間議員） はい。８月26日から始まる週に集中審議をしていただけるということ

を我々聞いておりまして。 

（片山議員） 中長期的な考えで制度改革するのは大いに結構だと思いますが、平成

15年度はなかなかそうはいきません。この日程ではね。 

（竹中議員） それは御指摘のとおり問題があると思います。速水総裁、平沼大臣。 

（速水議員） 先ほど塩川大臣がおっしゃったように、諮問会議に出す提言とか、提

案が事前に新聞に漏れるというのは非常にまずいと思いますね。これは何とか皆

さん力をあわせて漏れないようにしていただきたいと思います。それから、財政

の話が大分出ましたけれども、これから金融システムの話などの議論をここでや

りますと、それがまた漏れると困りますので、そのときには、先ほどおっしゃっ

たように記録に残さないというようなことも検討していただきたいと思います。 

金融政策面から言えば、引き続いて、私どもは潤沢な資金供給を通じて金融市

場の安定と緩和効果の浸透に全力を尽くしていきたいと思います。ただ、お金だ

け出したのでは、プッシュ・オン・ザ・ストラップと言われますけれども、ひも

を押すようなもので実体経済自体は動かないんです。ですから、金融緩和が力強

い効果を発揮するためには、金融システムの強化がまず大事ですが、それから構

造改革、そういうことで民間需要を引き出していくということが起こって、はじ

めて出している資金が生きてくるということを申し上げたいと思います。 

それから、民間議員の方々のメモでも指摘されているんですけれども、やはり、

規制改革等の経済活性化策、それに経済への活力回復に重点を置いた税制改革は

大事だと思います。もう一つ言わせていただきたいのは、ペイオフ解禁について

議論が出ておりますけれども、内外の信認を守るためにも、予定どおりすること

が望ましいと思っております。少なくとも、それまでの間に不良債権の処理とか、

資本市場の育成とか、公的金融の見直しといったようなことを、この残された８

か月の間になるたけ推進していくことが必要ではないか。そういうことを通じて

金融システムの安定・強化を図っていくことが大切だというふうに思っておりま

す。 

それからもう一つ、経済閣僚懇で総理がよく３月危機、６月危機がなかったじ

ゃないかとおっしゃるんですが、確かになくてよかったんですが、簡単に言って

しまえば、３月にも６月にも幸いにして株価が比較的堅調だったんです。空売り

規制強化や、アメリカ経済の回復があった。ここで株価が下がりますと、日本の

金融機関は含み損が出るおそれがあるんです。自己資本比率が10％と言っていま

すけれども、今は自己資本にもバッファーが乏しいんです。ここで含み損が出て

しまうと自己資本に響いてきちゃう。破綻も起こる可能性があるんですね。私ど
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もが随分一生懸命金を出していることもあって、そういうことが起こらなかった

から割合うまくいった。今後そういうことが続くかどうかということになります

と、これは非常に疑わしいと思います。そういうことで今のうちに早く金融機関

を健全化していくということが大事だということを申し上げたいんです。 

（小泉議長） ３月は株価が8,000 円割ると言われたんだ。だから危機が起こる。9,000 

円を割るという状況で、それで３月危機と言われた。 

（平沼議員） 話は皆さん出尽くしたと思うんですけれども、昨年非常に厳しく目標

設定をしてみんなで頑張って、言ってみれば、ぞうきんを絞り切ったような状況

でなかなか厳しいと思いますけれども、しかし、やらなきゃいけないので、枠を

設定して、日数もないから、そこの目標を設定してばちっとやることは必要だと

思います。本当に厳しいと思うんですね。 

それから、これは言うまでもないことですけれども、民間委員の方々の御提言

は、あくまでも民間議員の提言だということをみんな周知徹底させないと、それ

がひとり歩きして皆さん方にも御迷惑がかかっているようですから、そこは竹中

大臣が記者会見等では、それはあくまでもまだ提言であって、ここから議論がス

タートするということは、ぴしっと確認しておくことが必要だと思います。 

（本間議員） その問題は非常に重要だと思います。したがって、我々が提案、提言

の類のペーパーを出したのか、それを受けて、諮問会議全体としてそれを認めた

ことになるのか、そこの区分をきちんとしていただいて施策の中に入れ込んでい

くということを、今後もしていただきたいと思います。 

それから２点目は、総務大臣にいいとこ取りだとおしかりを受けた税制改革の

部分ですが、全然おしかりを受けるような気持ちで書いておりませんで、実は、

外形標準課税の部分のところを一度切り離して、 後の「補助金・交付税・税源

移譲が三位一体となった地方行政改革の取り組み」というところに外形標準課税

の問題を含めておるわけでありますので……。 

（片山議員） 読めませんね。消費税の免税点の問題だとか、控除の問題だとか表に

出していないでしょう。 

（本間議員） 税制調査会に対して総理が出していただいた御指示とバッティングし

ない範囲のところを、活性化に関連したところをまとめた。 

（片山議員） それは重点的に抜き出したと理解すればいいのですけれども、これが

外に出ると、経済財政諮問会議の意見となって、その整合性がなくなる。そこな

んです。 

（本間議員） 補完性のある形で、総理の御指示に……。 

（片山議員） 提言ならいいです。重点的な提言なら。ただ出て、これが諮問会議の

意見ということになると具合が悪いのではないかということです。 

（塩川議員） ひとつ私は提案があるんですが、地域活性化のためにエコマネーを導

入するということをやったらどうだと。 

（片山議員） ローカルマネーではないのですか。 

（塩川議員） 外国なんかでは大分やっているらしいですね。これは提案があって、
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経済産業省の役人ですか、加藤というのがおりますね。加藤君なんか真剣に研究

チームをつくっていますね。一回呼んで勉強させてもらったらどうだろうかなと

思ったりするんですが、どうでしょうか。金融特区なんかをつくっているでしょ

う。金融特区をやるのだったら、そういうエコマネーの特区なんかもつくってみ

てもどうだろうと思うんだけれどもね。果たしてそれが効果があるのかどうか。 

（竹中議員） エコマネーについては、たまたま、まさにおっしゃった加藤さんと、

昨日ある雑誌で対談しまして、エコマネーを核にした地域特区というのはあり得

るだろうという提案を私の方からさせていただきました。それはぜひ知恵を出し

てくれと。ただ、余りに過大な期待をするということもできない面もありまして、

そこは１つの課題というふうに考えております。 

いろいろ御意見ありがとうございます。若干のとりまとめをさせていただきま

す。冒頭塩川大臣から５点ほどの指摘があり、片山大臣からも２点ないし３点の

指摘がありました。その多くのポイントは、１つには、やはり全体的にマクロで

見て、歳出と歳入が一体となった整合的な予算の全体像をはっきりと議論して、

それをかつ概算要求に結びつけるように、早い時点で議論しなきゃいけないとい

うことでございますので、まさにそのように考えております。これについては、

次回の諮問会議を、国会との関係があるんだと思うんですが、できれば26日とか、

27日とか、そのぐらいに持たせていただいて、民間議員にもはっきりと提言をい

ただいて、その過程でも各省庁も議論していただいて、きちっとしたとりまとめ

に向けて議論をしたいというふうに思います。 

それで、民間議員の提案と、諮問会議の決定を区別するのは、これは言ってみ

れば当たり前の話で、記者会見等々ではその点はちゃんと言ってはいるんですが、

はっきり言いますと、こういうオープンディスカッションに世の中が慣れていな

い。違った意見があって当たり前で、それが 後にいろいろ議論を詰めて決定さ

れているということにどうも世間が慣れていなくて、何か違った意見があると、

政府の中で対立しているとか、こっちがこっちに押しやられたとか、非常に低次

元になってしまっているのが現実です。そこはしかし、あえて恐れずにオープン

ディスカッションをちゃんとするというのが諮問会議の役割であろうかというふ

うに思っております。 

予定等々に対して片山大臣からおっしゃったのは、まさに制度改革というのは

そのとおりで、８月の末に予定しておりますのは、予算要求のためのものでは決

してありませんで、中長期の制度改革をやっていただく。実のところ総理は、本

当に方針に従って改革をやっていただく方にしっかりとした仕事をやっていただ

きたいということをいろいろおっしゃっておられますけれども、その方針に従っ

て、７月中にこういうことをやりたかったんです。１つは国会との関係もあって、

なかなか踏み切れませんでした。昨年あれが中途半端に終わっておりますので、

今年とにかく８月にやってみて、そういうイニシアティブを発揮していただくよ

うなことをやりたいと。10月、11月というのははっきり決めているわけではない

んですけれども、そのフォローアップが必要な場合は、それをやるというような
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趣旨で書かせていただいております。 

１点、今の時点でお答えがなかなか悩ましいのは、塩川大臣がおっしゃった、

テーマを絞り込んだらどうだということで、これはこれで大変よくわかる議論な

んですが、一方で議論しなきゃいけないことが現実にたくさんあるということも

事実でありまして、その辺のメリハリをどのようにつけるかということは、今後

ぜひ相談をさせていただきたいと思います。 

（塩川議員） 中期の工程表で示すしかしょうがないでしょうね。 

（竹中議員） いずれにしましても、今日の議論を踏まえて、ぜひ「予算の全体像」

についての議論を次回やる。しかも、それは比較的早い時期にやるというふうに

させていただければと思います。 

総理、 後に。 

（小泉議長） 今も議論いただいたことに尽きているんですけれども、小泉内閣は改

革の新たな段階に入ったと思うんです。順調に進んでいますよ。軌道に乗ってき

ています。「基本方針2002」で示した方向性を早急に具体化して、今後とも強力

に推し進めなければならないと思います。 

ここで関係の大臣に、大臣の方からトップダウンで各省の制度・政策改革案を

まとめてもらいたい。そのために８月下旬に経済財政諮問会議で閣僚に御出席を

いただいて集中的に議論をしたいと思っています。改革案では各大臣に平成15年

度に各府省が行うべき制度・政策改革のあり方及び中期的な方向性を論じていた

だく。そして制度・政策を「根元」から変革する。具体的施策に踏み込んだ案を

提示していただく。これは大臣の指導力が不可欠です。何だかんだ言っても役所

が一番抵抗するんだから。 

それと平成15年度予算については、「改革と展望」、「基本方針2002」等を踏

まえ、「予算の全体像」を十分に議論してまとめてほしいと思います。役所では

なくて、党が緊縮予算大反対、実際に緊縮予算ではないんですよ。来年度は国債

の発行額は30兆円を突破するんだから。10兆円しかないのに、税制改革をやって

何で緊縮予算なんですか。とんでもないことなんだよ。そういう意識改革からし

なきゃいかん。デフレ予算、デフレ予算と言うけども、デフレ予算組むのだった

ら、底入れ宣言なんかできなかったよ。国内事情だけじゃないけれども、外国の

経済の影響はあるけれども、この構造改革路線は堅持していかなきゃならない。

ようやく１年経って、財政と経済と税制改革と財政規律、そして金融の健全化が

一体となって議論できるような整合性を、方針をまず決めなきゃいけない。その

方針に沿って党や役所にやってもらうということであります。 

私は、今年度概算要求から秋に向けてが、いよいよこの内閣の構造改革路線が

鮮明になるなと、まず鮮明にしていかなきゃだめだと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

（塩川議員） 総理ね。各省にトップダウンで持ってこいということで一つにしよう

と。その担当局長の名前を挙げてこいと。それに責任を持ってしてもらわないと、

省でやったらあかんのや。 

17




平成 14 年第 19 回 議事録 

（小泉議長） 総務省も、権限移譲、財源移譲は役所が反対するから。局長のたった

１つのポストをめぐって反対だ、反対だと言うんだから、どうかしている。 

（塩川議員） あれやこれやと持ってきよるから。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 

（以 上） 
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