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平成 14 年第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介があった。 
 
○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） お手元の資料「経済財政諮問会議の今後の予定（案）」について、７月及

び８月には、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。
まず、第１に「制度・政策改革の集中審議について」だが、「基本方針 2002」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」としており、
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、各大臣に
イニシアティブを表明していただき、集中的な審議を行う。 

   「15 年度の『予算の全体像』と概算要求基準について」だが、昨年から、諮問会
議の仕組みを使った予算のプロセスが始まった。マクロ経済との整合性を考えながら、
「予算の全体像」を諮問会議で議論して、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認識だ。昨年は第１回目で、「予算の全体像」について、十
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分な議論ができなかったという反省を踏まえ、この点をしっかりと議論したい。 
   第３点は「政策金融・金融面の課題について」だが、政策金融については、引き続

き、そのあり方の議論を行う。総理の施政方針演説でも「政府系金融機関の見直しに
ついては、経済財政諮問会議で検討し、年内には結論を得る」としており、それに向
けて議論を進める。しかし政策金融の議論は、民間の金融のあり方と表裏一体であり、
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、そういった観点からの議論を深める必要がある。 
９月以降の予定については７点書いてある。 

   まず、「『基本方針 2002』の進捗状況の検討・フォローアップ」について、制度・
政策改革集中審議を進めることに加え、「基本方針 2002」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る。今までは政策の入口論を
議論して、基本方針等のコンセンサスを得ることが多かったが、今後は入口論を踏ま
えた政策の出口論、具体的な政策を議論するので、できるだけ具体的に提案いただき
議論する必要がある。以前、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ったが、政策での出口論に関してはそのような運営をしたい。 
 第２の「歳出の構造改革」ですが、これは非常に大きなテーマで地方行財政改革、
社会保障制度、主要歳出分野の構造改革を進めなければならない。 
さらに、「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、もう少し踏み込んで議論しようと特に総理から指示が出ている分野。 
「政策金融」に加えて「15 年度財政運営について」で、９月頃から概算要求の状

況、さらには、11 月から 12 月にかけて予算編成の基本方針等、さらには税制改革等
の議論を進めていく。 

   また、必要に応じてデフレ・金融システム・不良債権問題等、根本的な問題を議論
していく。 
今年の１月に「改革と展望」を取りまとめており、これは毎年ローリングで見直す

と明言しているが、今回も同じようなペースで、改訂するのが大きな作業だ。 
   次のページには、参考までにラフなカレンダーを書いている。    
（本間議員） 「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指示を勘案し、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」として、民間議員の立場から資料をまとめた。 

   小泉内閣の構造改革は、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。この成果に立って、今年はゼロ成長、来年は 0.6％、さらに 1.5％と
「改革と展望」で想定している以上の成果を上げるためには、歳出改革、税制改革、
規制改革、金融システム改革に強力に取り組んでいく必要がある。 

   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、そして具体の法令改正等に結実化させていくことで、諮問会議が積極的な
役割を果たし、総理の指導の下でリードしていくことが重要だ。さらに、昨年は総理
が就任されて時間が余りなく、予算編成あるいは税制改革のプロセスが駆け足で行わ
れたこともあり、実質的には、今年が本格的な予算編成の初年度だ。その意味で、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
スをどのようにつくり上げていくかが今後にとっても非常に重要だ。 

   具体的には、「今後の経済財政運営の考え方」として、経済の活性化と、財政規律
の強化・財政健全化とを実現するという、２つの目標の両立を最大の課題にする。 
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」の考え方に沿っている。 
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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た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だ。 
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

増大しており、それに対して構造改革を進める上で積極的な対応が求められている。 
   「２ 今後の具体的取組み」だが、昨年の予算編成でそれなりの成果が得られたが、

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、中期の「改革と展望」
に沿った経済財政運営、これらを十分に整合的な形で審議し、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、マトリックス予算等を内容とした「15 年度
予算の全体像」をとりまとめ、概算要求基準につなげていく必要がある。 
その際、各大臣等に来ていただき、各府省の制度・政策を「根元」から変革し、総

理主導のトップダウン的な改革を推進していく。この８月に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、この場で問題提起をしていただき、審議して、
その成果を予算編成、法令改正に結びつけるというプロセスをつくり上げるべき。 

   経済活性化にとって、予算編成と並んで規制改革、金融システム改革というものが、
極めて重要なテーマ。特区構想等も出ており、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、報告書にまとめられている。さらには、諮問会議において、
検討を進めている政策金融においても、今後十分な審議をし、改革に結びつけていく
必要がある。 

   「予算編成の基本方針」の策定と「改革と展望」の改定については、15 年度の予
算、税制改革を含め、「予算編成の基本方針」をとりまとめて、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、さらには経済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ことが重要な作業になる。 

（竹中議員） 自由に進め方の議論をしていただきたい。 
（塩川議員） ４議員から資料を出してもらうのは非常に結構で、これを中心に議論をす

るのをはばかるものでもないが、往々にして、これが諮問会議の決定のように報道さ
れて、それと若干違うことを言うと、小泉内閣に各省が反対していると言われる。資
料の出し方について非常に気をつけてもらいたい。このままで出て、こういうことで
諮問会議で決まったと言われてしまうと、私はとても責任持てない。 
一つ言うと、「１．今後の経済財政運営の考え方」の（2）に「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、
書いている。これは分かるが、具体的に 15 年度の歳入はどのぐらい見込んでおられ
るのか。歳出を、14 年度並みに抑えるということはどこで抑えるか。これは財務省
でやれというのか。その方針を出してもらいたい。 

   それから下の（３）で、「歳出改革の成果も財源として活用した減税」となってい
る。小泉総理も言っているが、歳出削減は財源に使わないという原則がある。歳出削
減を減税に使うのであれば、どうするのかという考え方を整理してもらわないといけ
ない。私が今まで言っているのとちょっと違う。 

   それから、２枚目の４行目「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。前にも申し上げているが、14 年度の予算を
組むときに７分野をやって、その実施状態がどうかを公表してほしい。その上に立っ
て、さらに 15 年度の予算をどうするかということの重ね合わせをやってほしいと思
っているが、これは本当にできるのか。現実的には、その上で概算要求というのは、
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時間的に難しい。 
   それからもう一つ、「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」とあり、規制緩和だとか議論することと思う。８月に呼んでもら
えますね。８月に簡単に 15 年度予算のことが書いてあって、それから９月、10 月と
いう程度のことで本当に大丈夫か。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、どこか絞って頂けないか。今年は社会保障、都市開発だとか、そういうも
のに絞って頂かないと、とてもできない。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う。 

（竹中議員） これは民間議員のペーパーだ。 
（塩川議員） それから４ページの税制改正のところで、最後の「改革の進め方」のとこ

ろに、「特に、以下のものについては、15 年度税制改革で実現を目指す」と書いてあ
る。これは結構だが、そこに１つ、「法人の税負担の軽減」と書いている。これをや
るのだったらやるで、財源をどうするのか。減税を行うのならいいが、その見返りと
して、増税をどの程度でやるかということも併せて考えておいてもらわないといけな
い。相続税の一元化。それから金融所得課税も財源をある程度明示してもらいたい。
増減税のバランスはとれといったらとれるので、どの程度のことをやるんだという規
模も併せてやってもらいたい。言葉だけが先行する。ひとり歩きされてしまうと怖い。 

（奥田議員） 中身についての財務大臣の話はよく分かったが、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言われることには我々も現実に困
っている。４人組が経済諮問会議を引っかき回しておると言われることもあり、甚だ
迷惑を被っている。 

（塩川議員） 本当にいい提案をしてもらっているので、僕も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ない。 
（塩川議員） それはわかっているが、そういうふうにとられてしまう。発表の仕方の問

題。 
（牛尾議員） みんなの意見が議事録に載る。その後どうするか。非常に対立したときは、

総理がおっしゃるように、大いに議論した結果、どうまとめるかは、竹中大臣のもと
で調整して、最後に総理が決める。 

（塩川議員） 竹中大臣は党をよく歩いており、党の接触が多い。こんなことけしからん
と、やられていると思う。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。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、以前にも問題提起したが、牛尾議員に代表してもらって答申書を
総理に出してもらって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
出してけしからんと、こういう話になる。答申は議長である総理が総理に答申するも
の。 

（牛尾議員） 答申書は竹中大臣が総理に渡すのがいいのではないか。 
（塩川議員） 事務局じゃないのか。 
（小泉議長） この会議で決めればいい。 
（奥田議員） あの写真が世間を相当刺激して、民間議員が答申したと。４人組がけしか

らんと、こういう話になった。 
（塩川議員） 僕らは最高の頭脳の４人組の提案を我々が勉強しているんだと言っている

が、何か結論で言われてしまうからな。 
（吉川議員）  幾つか発言させていただく。１つは、我々のペーパーはもちろん提案。こ
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の経済財政諮問会議で 15 年度「予算の全体像」のとりまとめをやるのがいいと提案
している。それをこの会議で大いに議論、審議させていただきたい。 

   関連して、減税との関係だが、我々はもともと、歳出カット分を全部ではないにし
ても、減税の財源にするという考え方を持っている。もちろん歳出カットだけをやり、
その分を減税に回さなければ、国債の発行は減る。見かけ上は、あるいは短期的には
財政再建が早くできるし、ペースが早まる。これは当たり前のこと。しかし、急がば
回れ、急いては事をし損じる、というのが私たちの基本的な考えだ。これが２つ目。 

   ３つ目は、金融システムの安定が、「改革と展望」に描かれているようなシナリオ
を実現するために必要だということ。政府としても引き続ききちんと考えていただき、
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。 

（塩川議員） 吉川議員、例えば資料の１ページの１．(2) に「大胆に削減し、前年度を
下回る水準とする」とある。すると、これに伴って私の方から諮問会議に聞きたいこ
とは、「歳出項目について、14 年度はこういう予定だったが、この範囲内で収めるの
か」とか、その辺の議論を並行してつけておいてもらい、その結果として結論が出た、
というようにしてもらわないと。これだけが先に出てしまうから予算を組めなくなっ
てしまうので、御理解いただきたい。 

（竹中議員） 民間有識者議員は、資料の２ページ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きちんと、塩川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いうことを言っておられるという理解です。 

（片山議員） 予定表についてだが、８月の終わりに各省庁は自民党の各部会の了承、与
党調整を経て財務省に概算要求を出す。出したら、これは党も了承したということで、
役所と二人三脚。これをまたまたガタガタやるのは大変。予定表では、10 月、11 月
に政策・制度の集中審議をやるようだが、予算は、大きいものは全部制度につながっ
ており、法律を改正する必要が出てくる。それを 10 月、11 月に決めるなら 15 年度
の予算要求には間に合わない。概算要求が近いので、その点の考え方を整理していた
だきたい。 

    次に、減税についてだが、財源を歳出カットで出すと言っているが、「基本方針第
２弾」で、公共事業、ＯＤＡはカットとなっている。それをさらに切り込むというこ
とか。それはなかなか大変。歳出削減してもかなり限界があると思うし、歳出削減は
大きな減税の財源にならない。またそれが切り込めるようならもっと楽。切り込めな
いから困るので、そうなると結局、国債ということなる。基本方針第２弾などで、あ
る程度の歳出カットをやることになっている。それをさらに切り込むことが前提かど
うかという議論をしたい。 

    それから、資料の３ページの参考を見ますと、総理が政府税調へ指示したことのつ
まみ食い。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
る。 
 経済財政諮問会議では、前に総理が指示をして、次出すペーパーでは全然違うとい
うことになる。私は経済財政諮問会議は民間議員中心で一向に構わないと思うが、整
合性が必要。このペーパーは提言ということで、参考の方は、特に本間議員の説明が
なかったが、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した部分で、実質的な中身は、参考資
料の部分です。 

（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る。つまみ食い
だと私は思う。地方のことは関係ないですよ。少しは関係がありますが。 

（牛尾議員） 確かに 15 年度予算について、現実性を持つかというのは一番のポイント。



 

 6

しかし、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。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、たくさん出てくる。聞いた範囲では、20、30 出てくると思う。その中からでき
そうで、非常に国民の支持を得られるものを４つか５つ選択して、それだけは来年の
予算に間に合うようにすることで、さらに可能性があるのではないかということが１
つ。 

   それからもう一つは、塩川大臣がおっしゃった 14 年度の検証ができ上がっていな
い。 

（塩川議員） 言いっぱなしなんです。 
（牛尾議員） それを検証した上で、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。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。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。も

う一つは、やはり昨年から始めている問題は、基本は構造改革。構造改革とは経済の
システムの変更なので、構造改革でいろんなことをやるが、効果が出るのには３年か
４年かかる。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
わけなので、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辛い目に
遭う。活性化の効果が出るには若干時間がかかる。集中調整期間を設けて、そこはか
なり辛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る。辛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だといって皆さん反対する。歳出カットでも相当
辛いカットをしなければ構造改革はできない。辛いというと、そこで皆やめてしまう
が、辛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ない。そこで、総
理が特殊法人や道路などいろんな厳しいところに手を突っ込まれて、改革しようとす
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
議が全体像を作る作業に入るとすれば、来週我々は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示して、そこで検討しても
らい、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。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。しかし、主計局ともこれからよく話をして、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。 

（塩川議員） それは分かっている。 
（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） 牛尾議員、分かっているから。第２項目のところで、ここで歳入はこれだ

けで、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。 

（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。 



 

 7

（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） それは議長である小泉総理と塩川大臣が、ぜひそういうものを作れとおっ

しゃられたら我々は書く。言われないのに勝手に書くことはできない。次回にはそれ
を準備します。 
去年は相当すごいことをやったわけです。支持率は 80％もあったから通すことが

できたけれども、今年も相当なことをやらないといけない。 
（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） そう言って欲しかった。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） 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

すが、やって欲しいわけです。 
（塩川議員） 支持率が２％上がったのは、道路と郵政の法律が通ったから。 
（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更に３つほ

ど選ぶ必要がある。また、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。 
（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････。 
（片山議員） それは概算要求に入れさせないとだめだ。 
（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。 
（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。間に合わない。 
（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。 
（小泉議長） ８月にはちゃんと致しますから。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。 
（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。 
（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。その延長線上でまとめたと理解している。 
 今、塩川大臣が御指摘の問題については、「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。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、短期間で決めていくよりも、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。 

（塩川議員） それは心得ている。 
（本間議員） もう一つは、これまでの予算編成というのは、歳入と歳出が連動せずに議

論されてきた部分がある。それが積み重ねられると、橋本内閣における予算で、後で
批判をされたように、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、その流れを提案している。 
この１の（3）に書いてあることは、そこを具体的に整合的な形でやれという総理
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の指示もございましたのでつけている。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と思っている。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ている。これは何も矛盾していないと思う。 

（塩川議員） 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
いと作業に入れない。そのときには、一般歳出や重点分野などがどの程度になるか示
さなければならない。 

（本間議員） 具体的に出せということであれば出し得るが、ソフトランディングさせて
いくために、ステップを確実に踏んでいるということをご理解いただきたい。 

（小泉議長） あまり具体化しない方がいい。15 年度予算が前年度を下回る水準という
のは決まっているが、それの具体化はこれから。どうやって実現していくか、同時に
歳出と歳入を考えるというのはあっていい。今年は税制改革が入っている。大胆かつ
柔軟にというのは、来年度にかかる予算編成のこと。「急がば回れ」ではないが、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で、一部について歳出
と税収を一体に考えてもいいと思う。この部分は歳出削減で賄うという発想があって
いい。中長期的に見て財政の規律、健全化を図っていくかという視点が、税収と歳出
削減と税制改革を一体として考えないといけない。それと構造改革。昨年、誰が１兆
円以上の国庫を削減できると思ったか。方針を打ち出したとき、せいぜい 5,000 億円
だと言われた。今年は政府系金融機関や郵政などを含め総合的に考える。方針を出さ
ないと党は反対する。去年と同じ。道路公団も住宅金融公庫も方針を出して、これに
従ってもらうようにする。その大枠を議論してもらうのが経済財政諮問会議。その方
針を８月に打ち出す。 

（塩川議員） それはわかりますが、党内でも議論があるのは、来年度予算の当然増から
見ると、５、６兆円カットしなきゃならないということ。当然増からいって 35 兆円
ぐらいの国債発行が必要になると言っている。それはできないということで一般歳出
もカットだと言っている。それだけ大幅にカットするのだったら、トップダウン方式
でシーリングをなくせという意見もある。そんなことをしたら話がまとまらないとい
うことで、やはりシーリングを適用してやってくれと言っている。 

（牛尾議員） 考え方としては両方あるでしょうね。 
（塩川議員） それでは非常に危ない議論になってくる。 
（牛尾議員） 来年度予算はそのぐらい大変な編成です。 
（小泉議長） 野放図になるから枠は設定しなきゃいけない。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。 
（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） 要求だけを聞いていたら何も削減などできない。 
（本間議員） 民間議員の提案は、概算要求基準をきちんと作った上で、制度改革に結び

つけるために、２ページの２．「（２）制度・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考えている。 

（片山議員） 反映されるのが 16 年度以降になりますよ。 
（本間議員） ８月に実施して、15 年度に反映させたい。 
（片山議員） 制度というのは法律を改正すること。中長期的な考えで制度改革するのは

大いに結構だが、この日程で 15 年度に反映するのは難しい。 
（竹中議員） 御指摘のとおり問題があるものもあるとは思う。 
（速水議員） 塩川大臣の指摘のとおり、諮問会議に提出する提案が事前に新聞に漏れる

のは非常にまずい。何らかの対応をしていただきたい。 
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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。ただ、お金を出しただけでは実体
経済自体は動かない。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
化に加え、構造改革などで民間需要を引き出していくことが起こって、はじめて供給
した資金が生きてくる。 

   また、民間議員の提案にも指摘されている、規制改革等の経済活性化策、経済への
活力回復に重点を置いた税制改革は大事。もう１つ言わせていただきたいのは、ペイ
オフ解禁については、予定どおりすることが望ましいが、それまでの間に不良債権処
理とか、資本市場の育成とか、公的金融の見直しなどをできるだけ推進していくこと、
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思う。 

   それから、３月危機、６月危機がなかったと言われるが、簡単に言えば、３月にも
６月にも幸いにして株価が比較的堅調であったことが背景。今ここで株価が下がると、
金融機関は含み損が出るおそれがある。自己資本にもバッファーが乏しいので、ここ
で含み損が出てしまうと自己資本に響いてしまう。私どもも随分一生懸命お金を出し
ており、株価が比較的堅調に推移して割合うまくいった。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ことが大事だ。 

（平沼議員） 非常に厳しいが、日数もないから、枠を設定して、そこの目標を設定して
きちんとやることが必要だ。 

   それから言うまでもないが、民間議員の御提言は、あくまでも民間議員の提言だと
周知徹底させないといけない。それがひとり歩きしているようなので、竹中大臣の記
者会見等で、あくまでも提言であって、ここから議論がスタートするということを確
認しておくことが必要だ。 

（本間議員） 民間議員の提案、提言が、諮問会議全体として認めたことになるのかどう
か、そこの区分をきちんとし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。 

   それから、総務大臣に良いとこ取りだとお叱りを受けた税制改革の部分だが、外形
標準課税は一度切り離して、４ページの（２）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組み」というところに外形標準課税の問題を含めてい
る。 

（片山議員） 読めない。消費税の免税点の問題や控除の問題なども表に出していない。 
（本間議員） 税制調査会への総理からの御指示とバッティングしない範囲で、活性化に

関連したところをまとめた。 
（片山議員） 重点的に抜き出したと理解すればいいが、これが公表されると、経済財政

諮問会議の意見になる。整合性がなくなる。提言ならいい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。 

（塩川議員） 別の提案だが、地域活性化のためにエコマネーを導入するのはどうか。 
（片山議員） ローカルマネーではないのですか。 
（塩川議員） 外国では大分やっているらしい。金融特区をやるのだったら、エコマネー

の特区も作ってみてはどうだろうか。果たして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、昨日ある雑誌で対談があり、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からさせていただ
いた。ただ、余りに過大な期待をすることもできない面もあり、そこは１つの課題だ。 

   ここで、若干のとりまとめをさせていただくと、１つには、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、それを概
算要求に結びつけるように、早い時点で議論しなければならないということ。これに
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ついては、次回の諮問会議を早めに開催して、民間議員にも提言をいただいて、その
過程で各省庁も議論していただき、とりまとめていきたい。 

   また、民間議員の提案と、諮問会議の決定というのは当然区別しなければならない。
私の記者会見等でもその点はきちんと話しているが、なお誤解が生じるのはこのよう
なオープンディスカッションに世の中が慣れていないこともあると思う。違った意見
があって当たり前で、それが最後にいろいろ議論を詰めて決定されているということ
に世間が慣れておらず、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。し
かし、これを恐れずにオープンディスカッションをするのが諮問会議の役割だと思う。 

   今後の予定では、片山大臣からの指摘のとおりで、制度改革を８月末に予定してい
るが、これは予算要求のためのものでは決してない。中長期の制度改革をやっていた
だく。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。10 月、11 月は未定部分もあるが、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趣旨で書かせていただいた。 

   最後に、今の時点で悩ましいのが、塩川大臣指摘のテーマを絞り込んだらどうだと
いうこと。大変よくわかる議論だが、一方で議論すべき問題が現実にたくさんあると
いうことも事実。その辺のメリハリをどのようにつけるか。今後ぜひ相談をさせてい
ただきたい。 

（塩川議員） 中期の工程表で示すしかないでしょうね。 
（竹中議員） 次回は比較的早い時期に、本日の議論を踏まえ、「予算の全体像」につい

ての議論を行う。最後に総理からご発言をお願いします。 
（小泉議長） 議論いただいたことに尽きるが、小泉内閣は改革の新たな段階に入った。

順調に進んでいる。軌道に乗ってきている。「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。 

   ここで関係大臣に、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関係閣僚に出席いただいて集中的に議論
をしたい。改革案では各大臣に 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。 

   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。役所ではなくて、党が緊縮予算大反対。緊
縮予算ではない。来年度の国債の発行額は 30 兆円を突破する。税制改革をやって何
で緊縮予算なのか。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
と言うが、デフレ予算を組むのだったら、底入れ宣言なんかできなかった。国内事情
だけでなく、外国経済の影響はあるが、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。 

   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） 各省にトップダウンで持ってこいということで、担当局長の名前を挙げて
もらい、それに責任を持ってしてもらわないといけない。省でやるから駄目なんだ。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 
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（以 上） 
 


