
平成 14 年第 20 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 20  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 7 月 26  日(火) 16:35～17:40 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

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 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

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) 「予算の全体像」について 

(2) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○「予算の全体像」についての有識者議員提案（有識者議員提出資料） 

○６月のとりまとめに向けた三原則（第 10 回諮問会議 塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年20回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日は、お忙しいところをありがとうございます。 

（報道陣退室） 

（竹中議員） それでは、本日の議事でありますけれども、本日は「予算の全体像」

について御審議をいただきます。 

なお、今日は速水議員と奥田議員が所用のため欠席をされておられます。 

議事録の扱いについては、従来どおりとさせていただきます。 
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○「予算の全体像」について

（竹中議員） それでは「予算の全体像」でありますけれども、有識者議員から資料

に基づいて提言が出ておりますので御説明をお願いします。 

（吉川議員） それでは、私から御説明させていただきます。 

お手元の私どもの名前が書いてある紙を見ていただければと思います。「『予

算の全体像』についての有識者議員提案」というものでございます。平成15年度

予算につきましては財務省が概算要求基準を決めるわけですが、その前提として

の「予算の全体像」を諮問会議でまとめるようにという御指示が前回、総理から

ございました。前回の会議においての総理からの御指示を受けまして、私ども民

間議員としては平成15年度の予算はこうした考えに基づいて編成するのがいいの

ではないかという考え方を整理させていただいたものであります。 

この「予算の全体像」は今日の議論を経まして、次回８月２日の諮問会議のと

きに諮問会議として決定する。それを受けて、財務省で概算要求基準をつくって

いただくというのが予算編成の流れであろうと私どもは考えております。 

そこで、具体的にその内容でありますが、我々は、予算は予算だけの世界で考

えるのでは不十分だと考えております。予算はあくまでも経済のためにあるわけ

ですから、経済のために資するような予算ということで、あくまでも経済の動き

と矛盾しないような形で経済の活性化に資するようにということで考える必要が

ある。 

そこで、予算編成の前提としては日本経済が一体どういう状況にあるのかとい

うことが問題になるわけですが、それが１ページ目の１．の「『改革と展望』の

シナリオと15年度予算」というところに書いてあります。政府は現在、「改革と

展望」で日本経済のシナリオを描いているわけでありますが、経済は生き物とよ

く言われますが、毎日のように変動していて目が離せないというのはそのとおり

でありますが、しかし、大まかな動きとしては政府が現在描いている「改革と展

望」のシナリオが実現しつつあるというふうに我々は考えております。とりわけ

昨年から今年にかけての動きというのは、我々が「改革と展望」で描いたとおり

に今のところは動いてきている。したがって、そのシナリオを現時点で大幅に修

正する必要はないと考えております。 

「しかし、」とその下に書いてありますが、米国経済あるいは為替レート、金

融システム等の現状において、やはりリスクというものが存在するのもこれまた

事実である。そうした中で歳出の改革、これは予算ですが、それと税制の改革、

３つ目が規制改革、４つ目が金融システムの改革と、この４つをあくまでも一体

として進めていただきたい。この「一体として進める」というところが必ずしも

広く認識されていないのではないかと我々は考えております。その点は後ほども

う少し予算との関係でも説明させていただければと思います。いずれにしても、

この４つの経済政策を一体として考えて、予算というのもあくまでもこの４つの

一つとして位置付けていただきたいと我々は考えているというわけであります。 

そこで２．とあります「15年度予算の目標」ですが、15年度予算というのは一
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体どういうところに目標を置いて編成すべきか。これは２つある。１つは経済を

活性化すること。それによって「改革と展望」に描いた日本経済の復活のシナリ

オを実現すること。これが一番大事だと思います。２番目は、言うまでもなく日

本の財政は非常に厳しい状況にあるわけですから、小泉内閣が掲げております財

政規律というものはきちんと考えていく。この２つを目標とする。要するに二兎

を追う。２ページ目に移りますが、２つの目標を同時に実現するためには一体ど

ういうことが可能であるのか。目標が１つであれば非常に簡単になるわけでござ

いますが、今、述べました２つの目標を同時に追っていく中では一体どういうシ

ナリオが一番いいのか、どういう組合せが考えられるのだろうか。我々としては

以下に述べるようなシナリオがベストのシナリオではないか、財政の在り方では

ないかということで提言をしております。 

まず３．予算でありますが、一般歳出につきましてはやはり歳出の改革という

ことが非常に大事なことであると考えまして、具体的には14年度47.5兆円を47兆

円程度にすることが必要なのではないか。これは、「改革と展望」の参考試算よ

りはやや厳しい内容であります。 

なぜ歳出の改革を進めるかと言えば、我々民間議員の立場から見ますと、やは

り歳出にはまだ効率化の余地がある。分かりやすく言えば、まだ無駄があるので

はないかということが一番の基本的な考え方だと思います。したがって、財政規

律を求めていくという中では歳出の改革、歳出を抑えるということが一つの重要

なポイントになるのではないか。これは基本的な考え方でありまして、効率化の

余地があるんだ。したがって、そこのところは効率化を進める。それが国民が望

んでいることではないかという基本的な考え方であります。 

従って15年度予算の編成を進める上では、非裁量的な支出、これは制度予算あ

るいは義務的経費というような言葉で呼ばれるものでありますが、そうしたもの

についても厳しく見直していく必要があるのではないか。具体的には、社会保障

関係費については種々の制度改革に取り組むことによって「改革と展望」の参考

試算以下の水準に抑制する。あるいは、国庫補助負担金については地方の行財政

改革の検討を進めて、15年度予算においても相当な削減を行う。総人件費につい

ては、定員の一層の削減、民間の賃金動向の給与への的確な反映等によって前年

度を下回る水準とする。その他の非裁量的支出についても制度を根元から見直し

て、可能なものは15年度予算に反映する。以上が非裁量的支出であります。 

裁量的支出については、公共投資関係費については歳出改革の加速の観点から

配分の重点化、コスト縮減、ＰＦＩの活用等により、事業量への影響をできるだ

け軽減しつつ、「改革と展望」の参考試算以下の水準に抑制することとする。 

以下、裁量的支出についてもう少し詳しく書いてありますが、時間の関係もあ

りますので省略して３ページ目にまいります。繰り返しになりますが、基本的な

考え方として歳出の抑制というのは、歳出の中身にはまだ効率化の余地がある。

それを国民は求めている。これが基本的な我々の考え方であります。 

３ページ目にまいりまして「一般会計歳出総額」ということですが、先に述べ
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ました歳出改革努力と歩調を合わせた地方の歳出改革により、地方交付税を抑制

して、15年度の一般会計の歳出総額は81.7兆円程度とするということを提案して

おります。 

続きまして４．ですが、「15年度予算の『歳出と歳入の関係』」です。歳入見

積もりにつきましては、現時点においては、先ほども申し上げましたとおり「改

革と展望」の参考試算の基本的な見方を修正する必要はない。もちろん今後も引

き続き検討を行う。 

２番目でありますが、歳出改革の成果も活用して民間需要創出効果の高い減税

を行うということを言っております。要するに経済の活力を取り戻すというとこ

ろが一番大事である。もう一方で財政規律も追う。歳出と歳入の両方がございま

すが、歳出の方では効率化の余地がある。それは国民が求めていることでもある。

したがって、そこは押さえ込もう。しかし、それだけではただ財政を締めるだけ

になってしまいますから、もう一方で歳入面で減税をして民間にお金を使っても

らって民間の活力を引き出す。この２つを組み合わせるのがいいのではないか。

歳出カットだけで歳入面の手当てをしなければ、それは国債の発行額がそれだけ

少なくなるというのは分かり切ったことですが、それだけでは現在の日本経済の

活力を引き出して「改革と展望」のシナリオを実現するのには不十分だと、これ

が我々の考え方であります。 

減税につきましても、ただばら撒いてみんなにお金を渡すというのではなくて、

歳出、お金を使う方と全く同じですが、メリハリをつけて一定の考え方に基づい

て重点的に減税を行っていくということが大切だろうということで、具体的に幾

つか提言しております。 

まず第１に①法人の税負担の軽減、②は相続・贈与税の一体化に向けた贈与税

の減税、これは住宅問題というものがやはりまだ日本の経済社会の中で宿題とし

て残っているのではないか。こういうようなことが背景にあります。③金融所得

課税の一元化に向けた簡素化、あるいは④土地の有効利用に向けた土地関連流通

税の見直し、これも経済の活性化のためには大変重要だ。また、ここには書いて

ありませんが、この他に、例えば不良債権処理あるいは産業再編を促進するため

の減税といったことも考えられてしかるべきだと思います。一番初めに申し上げ

ましたとおり、予算、税、規制改革、不良債権処理、この４つをいつも一体とし

て経済政策として考えていくということですから、不良債権処理あるいは産業再

編、これに資するような税というものも、税の問題を議論するときに考えられて

いいのではないかという考えであります。 

そこで、減税をするといった場合、財政規律がありますから、減税するとした

ら一体どういうところからその財源を持ってくるかということが当然問題になっ

てまいります。我々としては幾つかの提言をしているわけですが、１つは「改革

と展望」を上回る歳出改革の成果、この提言は先に説明したわけですが、それを

活用してネット減税１兆円ぐらいの減税に回してもいいのではないか。これです

べてだと私どもは申し上げているわけではありません。歳出削減を進めて、その
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成果も減税の財源として活用したらどうか。その規模としては、１兆円くらい充

ててもいいのではないかということであります。この１兆円は主に法人の税負担

軽減に活用したらいいのではないか。 

この他にも、財源はあると思います。この他の考え方としては、税収中立。増

税と減税を組み合わせる。それを毎年毎年ネットでゼロにするのではなくて、こ

れは塩川大臣が何回も御主張されているかと思いますが、何年か合わせて税収で

中立にするということで、将来経済が活性化したときの増収や、あるいはいわゆ

る「税の空洞化」と呼ばれるような制度を見直して、課税の適正化を前提として

税収が上がる分を現在の減税に回すというようなことも考えられると思います。

要は、こうしたことを組み合わせる必要がある。 

ここで１つだけコメントをさせていただきたい。一般歳出を削減する。仮にこ

れを公共投資とします。それを法人を主とした減税に回すというと、それは地方

を犠牲にすることではないか。あるいは、いわゆる弱者を犠牲にすることで、そ

れによって企業を益することではないか。そういうことは余りいいことではない

のではないか。こういう考えがあるかに見受けるのですが、私どもはこうした考

え方は正しくないと思います。弱者が一番困るのは経済が疲弊しているときだ。

逆に経済を強くする主体は何かというと、これはやはり企業です。企業が不振に

なってしまえば失業等が増えますし、普通の人が一番困るのは企業が不振になっ

てしまうということだろうと思います。地方についても全く同じようなことが言

えます。地方が疲弊しているというのであれば、そうした地方の企業に強くなっ

てもらわなければいけない。それを埋め合わせるために公共投資を続けるという

ことでは、持続的な成長は生まれない。地方が困っているという声があるときに

こそ、先ほどの規制改革、特区というようなことがあるんだろうと思います。各

地方がアイデアを出して手を挙げて規制改革を考えるというのが特区の考えです

から、公共投資を早目にしてもらいたいというようなことではなくて、今の特区

の考え方あるいは税によって企業を応援して、その企業に強くなってもらって地

方の経済が豊かになり、人々の暮らしも豊かになるという道が我々としては構造

改革の本道だろうと考えている。場当たり的な需要をつけるということは解決に

ならないというのが基本にある考え方で、こうした考え方に基づいて我々はこの

民間議員の提案をさせていただいているというわけであります。 

４ページ目に移りますが、５．で「制度予算の改革」です。これは実際の手続

きでありますが、地方行財政制度、社会保障制度をはじめとする制度の「根元」

からの改革に、総理の主導の下でトップダウンで取り組んでいただく。まず８月

の下旬に関係大臣の御出席を得て、この諮問会議で集中審議を行う。その後のプ

ロセスを含めて、制度改革の成果を可能な限り15年度予算に反映するべきだとい

うことであります。 

後に６．「重点化の方針、仕組み」では、主として裁量的支出を念頭に置い

ております。先ほど47兆円一般歳出を提案しているわけでありますが、財務省の

試算では一般歳出の自然体の額は15年度は49兆円になると見込まれております。
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これを出発点とすると、既存予算については４兆円削って２兆円増やす。つまり、

「49マイナス４プラス２イコール47」というような姿が一つのあるべき姿ではな

いかと言っております。 

それから（２）ですが、15年度予算編成から以下で示すような重点化の方針を

実効あらしめるよう、財務省には概算要求基準を設定していただきたい。 

①が重点分野への予算配分です。これは常に課題になってきているわけですが、

重点分野への予算の配分を実効あらしめるために省庁横断的な審査を強化する。

これはマトリックス予算という形で前にも提案いたしました。 

②は削減すべき分野、「公共」から「非公共」へのシフトを引き続き進めると

ともに、「14年度予算編成の基本方針」で厳しい見直しを行うべきとされた公共

投資、重点４分野以外の科学技術関係予算等について、これは特殊法人に対する

補助金が含まれていますが、こうしたものを幅広く検討し、削減を行う。 

③は効果の低い分野に対する予算の自動的削減、こうしたことも考えられてい

い。つまり、それぞれの要求は必ず役に立つと事前的には言われるわけでありま

すが、しかし、事後的な評価によるとどうもその成績が芳しくないものもたくさ

ん含まれているわけであります。事後的評価によってその成績が芳しくないとい

う場合には、これは事前的な評価が安易に行われていると判断して、それが自動

的に当該分野の予算の縮減に反映される。そうしたような仕組みも導入する。 

また、④コストの削減ということですが、民間委託やＰＦＩの活用、調達の改

善等の手法を更に計画的に推進する必要がある。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それに関連しまして、塩川大臣から資料が

提出されております。塩川大臣、お願いします。 

（塩川議員） 吉川先生から今、御説明いただきましたので、第一印象としまして私

はこのペーパーを実は昨日ちょっと拝見したときには腰を抜かすぐらいに思った

んですが、今の御説明を聞いて、非常に穏健な方法で考えていただいていること

には感謝いたしますし、また財政健全化に対して非常に率直な意見を言っていた

だいているので、私も感謝しております。 

しかし、この「予算の全体像」の具体的な姿を示すに際しては、さっきおっし

ゃったようにこれからの経済がどうなるんだということの問題をしっかりとこの

諮問会議で見定めてもらわなければ困る。名前を言っては非常に失礼でございま

すけれども、５年前、橋本内閣のときに、もうこれで経済はよくなったというの

でちょっと締めたことがございました。あのことによって経済が非常に大きいダ

メージを受けた。それが取り返しのつきにくいような状況があった。今度はそう

ではないと思うけれども、そういう状況も想定しておかなければならぬし、また

一方においては改革がせっかく軌道に乗ってきたので、その改革を一歩進めてい

かなければいかぬ。さっき吉川先生のおっしゃった歳入、歳出のバランスを取っ

ていくとか、二兎を追うとおっしゃったけれども、私はまさにそうだと思うんで

すが、その方針の前にきっちりと来年度どう見るかという経済の見通しをこの諮

問会議で決めて欲しい。また、当面の問題ばかり取り上げてきておりますけれど
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も、むしろこの根本の見方を示して欲しいと思っているんです。それに基づいて、

「予算の全体像」だとか税制の在り方もこうすべきであるという総理からの指示

を出してもらいたい。これが私の願いです。 

それから、財務省試算の一般歳出49兆を47兆にしろとおっしゃるわけです。こ

れは私たちも当然やらなければならぬだろうと思っているんです。それはなぜか

といいましたら収入の方、税収の方が46兆4,000億円と今、見積もっているんです

が、私はそんなにあるものかと言ったんです。もしそれがないとするならば、当

然絞らざるを得なくなってきます。ですから、これは私たちの努力目標としてや

りますけれども、そして更に当然増が１兆6,000億とか１兆5,000億ある。これは

歳出の削減で賄わなければならない。つまり、１兆5,000億、１兆6,000億、合計

して３兆円からの歳入のマイナスがあると見て、それを埋めるのに歳出削減をし

なければならぬということでございます。ですから、ここから１兆円の減税の財

源を見つけろと言ってもとてもじゃないが、できないということを私は今この席

で言っておかないととんでもないことになってくると思っているんです。ですか

ら、１兆円、２兆円でも先生がおっしゃるようにやれと言われればやります。や

りますけれども、その内容はちょっと考えてもらわなければいかぬと思うんです。

それで、先ほど先生がいみじくも評価していただいたので私は聞いていたんです

が、減税の財源は別途考えろとおっしゃるんです。これはやはりそうしてもらわ

ないと、歳出削減からだけのみで減税の財源はどう考えても出てこない。 

そこで、６月に私はちょっとペーパーを出しましてお願いしたんですが、減税

先行でも結構だから、その代わりに増税でこれを穴埋めするということをワンセ

ットにしたものでくくり付ける。政治家はいいところだけ取りますから、それを

やらせたらいけないからセットにしたもので考えてもらわなければいけない。そ

うすると、１兆円減税などというちまちましたことを言わないで、どんと経済構

造改革に資するような減税を先生方に出してもらおうと私は思っているんですが、

ここら辺はひとつ真剣にやっていただきたい。それには、今その話を出してしま

ったら党との間がめちゃめちゃになってしまいます。それから、政府税調もめち

ゃめちゃになります。だから、これを十分根回しする時間をいただきたいと思う

んですが、そういう考えでいけと言うならば私は一生懸命やりますから、考え方

をとにかく固めてもらいたいということなんです。これはひとつ是非お願いした

いと思っております。 

それから、おっしゃるように「四位一体」、歳出改革、税制改革、規制改革、

金融システム改革のうち、私たちの手に届かないのは規制改革と金融システムの

改革なんですが、これは相当総理が蛮勇を振るってもらわないと、なかなか動か

ないように思うんです。だから、これはしっかりとひとつ総理にお願いしたいと

思うんです。特に規制改革の中でもちまちました話で、私はちょっとこの前も言

っていましたように、電波法の改正を一つ見ましても、これをちょっと触っても

らったらものすごい流通が動いてくるんです。ここなどは動かない。そういう問

題をこまめに取り上げてもらうということを是非やってもらいたいと思います。 
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それから、金融システムもペイオフの扱い方如何によってはものすごく変わっ

てきます。だから、これを一つのきっかけにして金融システムの改革を大胆にや

るということ、これは私は予算の対策というか、経済政策にものすごい影響をし

てくると思います。まさに先生がおっしゃるようにこれはうまいこと書いてある

と私は思っているんですが、「四位一体」ということをひとつお願いしたいと思

っております。 

そこで 後におっしゃるように、このペーパーに書いてあることを今、出され

てしまったら私のところは非常にやりにくい。ですから、日程がありましたね。

今日こうして諮問会議をやって、８月２日に諮問会議をやりますね。ここで枠組

みをひとつ決めてほしいんです。この枠組みを決めてもらったことを受けて、８

月６日に私のところで予算の概算要求の枠組みを決めたいと思うんです。その枠

組みのときに、この数字を出してしまったらもうがちゃがちゃになってしまいま

すので、枠組みだけにしていただいて、去年はシーリングの枠組みは４ブロック

でしたね。これをうちの方では今年は３ブロックで出したいと思っているんです。

それを８月２日に出しますので、これを検討していただいて決めていただく。そ

うすれば、６日にそれに応じて諮問会議の決定として総理から出してもらえる。

そういう順序を考えていますので、ひとつ御協力をお願いしたいと思っています。

（片山議員） 民間の委員さんのペーパーに関して何点か申し上げます。私の方に関

係の深いことから言いますと、２ページの３．（１）の非裁量的支出の「国庫補

助負担金については、地方行財政改革の検討を進め、15年度予算においても相当

の削減を行う」という一文がありますが、これは先般の総理の指示にもありまし

たように、「国庫補助負担金と税源移譲と地方交付税の見直しを三位一体で行う」

ということでございまして、国庫補助負担金だけを削減して、もし必要な事務を

地方にやらせる場合に財源がなくなるということでは困りますから、ここは「三

位一体」ということを書かなければ私は正確でないし、いろいろ問題が生ずると

思います。 

それから、３ページ（２）に地方交付税のことを書いていますが、この注は要

りません。「特別会計の借入れを停止して地方交付税増加分１兆円を除く」など

という細かいことはこの権威ある経済財政諮問会議とは別の話でございます。そ

れから清算をどうするかも事務的な話ですから、注は要らないと思います。 

地方交付税についてですが、釈迦に説法ですが、地方交付税というのは結果な

んです。スタートではないのです。地方財政計画を毎年度決めるときに決まるの

です。地方の歳出を積み上げていって、一方では地方の収入見込みを積み上げて

いくのです。だから、地方の歳出には国が７割影響していますから、国の歳出カ

ットをどうするか。それに伴って地方の歳出カットをどうするかということと、

一方、景気その他で地方の税収その他がどうなるのか。全部積み上げていった

後の差が地方交付税なんです。御承知のとおり、国税が今は足りませんからそれ

をどうしていくのかという知恵を出すのが地方交付税ですので、あらかじめこれ

だけ削るとか、そういう性格のものではありません。そこはひとつご理解いただ
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きたいと思います。 

それから、一番大きいのは、１兆円減税は結構ですが、これを歳出カットで出

すのならば、この歳出カットは恒久的な歳出カットでなければ減税財源になりま

せん。例えば法人税率を下げるのならば。そこで公共投資についてですが、公共

投資は全部建設国債なのです。こういったものは幾ら削減しても減税の財源は出

てきません。全部建設国債なのですから、公共投資をカットしたら建設国債は減

るだけの話です。 

それから、社会保障ですね。今日も健康保険法の改正が成立しましたけれども、

社会保障は今以上に切り込む制度改正を行ったら大騒動です。それは庶民や地方

の問題ではなく、結局社会保障の制度的改正を行うということは国民の負担を増

やすということなのです。給付を落とすか負担を増やすかの組合せで今行ってい

るので、それを行いながら一方で恒久的な制度として法人税を下げるということ

が、国民的に共感、合意が得られるかどうかです。吉川先生の言われる企業がし

っかりしなければいけないと、私も思いますけれども、それを行ったら大変な話

になる。 

それから、地方財政は今、言いましたように半分結果なのです。国の歳出と裏

表なのですから、これをあらかじめ削るとかということは制度的にできないので

す。ですから、そこのところをよくお考えいただきたいと思います。 

それから、私は減税をやるのならば一律にやるのではなくて、やはりこれから

伸びていく、伸ばしていかなければいけないものをねらい打ちにすべきです。そ

ういう意味では、法人税率を一律に下げるのではなくて、やはり研究開発である

とか、いわゆるベンチャー企業への投資であるとか、そういった仕分けをして行

っていくべきなので、一律で１兆円ぐらい下げても意味がないとまで言うと怒ら

れますけれども、どれだけ今の経済活性化に資するのか。みんな借金をしていま

すからすぐ借金を返します。だから、そういう総合的な中で物を考えなければい

けない。 

後に、私は塩川大臣と同じ意見ですが、この数字は恐らく積み上げられた数

字ではないと思います。マクロ的につかまえられた数字なので、この数字を外に

出したら大騒動になります。それは与党との関係を含めてです。そこのところは

私は慎重にしないと、根拠を聞かれたら困ってしまうと思います。「49兆円を47

兆円にする」とか、「マイナス４プラス２です」と言われればわかりやすいので

すが、そこは大変なことになるので、ひとつよろしくお願いします。ところが、

新聞に全部数字が出てしまっている。どなたが発表したかは知りませんが、この

前それはお互い慎もうという話になったのではないでしょうか。ひとつその辺は

竹中大臣、よろしくお裁きのほどを。 

（竹中議員） 数字が出るということに関しては、なかなかどの省も難しいと思うん

ですけれども、そこは皆さんで協力していただかなければいけないと思います。 

（牛尾議員） 提出資料に関しては、塩川大臣からお話をちょうだいして、意見は若

干の修正をしました。それで、一番大きな問題は今、片山大臣もおっしゃってい
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るように、小さな政府を目指して構造改革をするということは尋常なことではな

いわけです。 

しかし、日本の国民は政府の無駄な支出削減すべきだと言うし、事実そう言わ

れても仕方がないような事件が起こり過ぎる。そういう点をどう乗り越えるかと

いうのが今の政府の一番大きな問題です。どこに行っても無駄な歳出を削減しろ

ということ、これ一色なわけですね。やはり経済財政諮問会議というのは総理を

議長として国民にこたえていく会議ですから、そういう意味では歳出削減は絶対

に避けて通れない。それを現在の実務から作業をしようとすると、どれを見ても

政府の歳出は無駄なものがあるはずがないとなってしまう。それを総理の判断で

特に重要なもの以外はとにかく削るという方針で抜本的に見直すしかしようがな

い。総理の、小さな政府を目指して「改革なくして成長なし」というのはそうい

う決意で、それは簡単なことでないから「集中調整期間」として2002年と2003年

は若干景気を犠牲にしてでも構造改革の第一歩を踏み出そうと。そうすれば、2004 

年から成長路線が始まるというシナリオを描いています。だから、2002年の成長

の見通しである０％は修正する必要はない。2003年＋0.6％は現段階では大丈夫だ

ということで調整期間を見ていますけれども、それはいろいろな悪い条件が重な

ればもっと下になるかもしれません。幸い４月－６月は強い企業は非常に業績が

いいですからもっとよくなるかもしれないが、それはこれからの問題ですね。 

しかし、いずれにしろ「小さな政府を目指して、無駄な歳出を削減して構造改

革をする」という路線を崩したのでは小泉政権は意味がなくなってしまうわけだ

から、その辛さをどう乗り越えるかいうことは、十分覚悟の上でやる必要がある

だろう。 

それから、サッチャーやレーガンがやはり規制撤廃と減税によって構造改革を

進めたが、成果が出るまでに３年、４年かかっています。これから日本の場合、

２兆円の歳出カットを財源にして、頭の中で考えても１兆円ぐらいの減税政策し

かありませんから、財政を減らすことによって景気が落ち込むものを民間経済の

活性化でどう乗り切るかという点から言うと、確かに塩川大臣がおっしゃるよう

に３兆円ぐらいすれば非常に効果的だと思います。そういうことと小さな政府を

目指すという二兎を追う矛盾をどうするかということは、未来の展望を描くこと

によってしか説得力はない。それで未来の展望をもっと書けとおっしゃるが、経

済財政諮問会議は経済財政の展望は書けるけれども、国民が求めているのは日本

がどんな社会になるのかというもっと幅広い展望だと思うので、これをどうする

のかということを早急に考える必要があるだろうと私は思います。 

それで、有識者議員提出資料について、ここで今日議論をし、８月２日には今

日の議論を集約した上で竹中大臣が中心になって修正された「予算の全体像」を

出して、それと並行的に概算要求の枠組みが出てきて、そして６日に諮問会議と

して決定、その後閣議と私は聞いておりますが、どのようなアナウンスをするか

ということは党に向けても、行政各部に向けても大事だけれども、しかし一番大

事なのは今後国民に向かってこれをどう説得するかということだと思います。 
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（塩川議員） そこは非常に大事なところなんだと思うんです。ですから、概算要求

の枠組みを８月６日に決めるとするならば、そこではわかりやすい表現で抽象的

なもので出しておいてもらわないと、もうそれはやりにくいですね。そこで私は、

シーリングの枠組みだけを示して、47兆と書くのか、前年度並みと書くのか、表

現は違うけれども中身は同じですから、一応そういうやり方でやってもらいたい。

税収についても、前年度よりはかなりな落ち込みがあるものを考慮してとか、そ

こら辺の表現をしてもらって、それで枠組みだけ決めてほしい。その枠組みでは、

いわゆる事務的な経費のところは５％、10％減るよ。あれを示してくれたら役所

は賢い人ばかりだから、大体自分のところはこうなんだとわかると思うんです。

それを６日に決めてもらったらいいと思うんです。そうしたら、月末に要求を出

してくる。それで、９月以降の査定のところでこのおっしゃっていることを実現

していくということをしないと、とても一遍にできないと思います。 

（牛尾議員） ８月６日の時点では、予算と税に関しては枠組みを示す一方、４本柱

の残りの規制改革と金融システム改革に関しては、かなりわかりやすいメッセー

ジを送るようにしてはどうか。規制撤廃、特区推進、金融システムに関しては相

当国民にはわかりやすいメッセージを送らないと、みんなが枠組みだけ示してい

たら何もしないことになってしまう。みんな「８月改革」というものを非常に期

待しているわけですから、総理もとにかく８月に税制改革を明確にするとおっし

ゃっているし、特区も非常に地方は関心を持っており、金融の問題もまだ不安が

依然として残ってペイオフをやるべきかどうかということはまだ議論があります。

そういうメッセージも合わせて、６日にある程度伝えないといけません。 

（片山議員） 今の47兆2,000億円とかというのは 後の数字でしょう。 後の数字を

今から出すのがよいのか、今は要求基準、シーリングをどうするのかということ

ですから。 

（竹中議員） それでは、本間議員、吉川議員どうぞ。 

（本間議員） この問題は昨年の８月の上旬に３回やっているんですね。30兆の枠を

８月３日にやり、８月７日には一般歳出の概算要求基準額の数字を白ヌキにして、

８月９日に47兆8,000億を諮問会議で了承したんですね。それで、これは実質的に

ほとんど議論しなかったのと同じ状況なんです。「予算の全体像」を予算編成の

中でどういう形で定型化をしていくかというのは非常に重要なポイントで、「改

革と展望」、「基本方針第２弾」でもトップダウンとボトムアップをどういう具

合に組み合わせるかということを言っているわけです。そういう状況の中で、や

はり今回は経済との整合性という観点で、「予算の全体像」がどういう具合にあ

らねばならないかということは、枠組みとしてきちんと議論すべきテーマだろう

と思うんです。 

従って、事前準備のために我々のペーパーを出した途端にやはり数字が漏れる

わけですね。そして次回この場に改めて数字の部分のところをあいまいにして出

したときにどういう反応が出るかということを見れば、私は非常に問題があると

思います。それが第１点です。 
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（塩川議員） 今日は学者の先生方の方から、民間の先生方からこういう案として出

てきて、これも一つの参考としてやれと。そして、しっかりしたまず枠組みを組

め、シーリングを組めと。そういう枠組みについて、具体的に協議をして決める

と。 

（本間議員） ２日の日に、今日の御議論を受けて諮問会議としてどうするかという

ことははっきり決めるということ。 

（塩川議員） だからこれを出していただいて、これは我々としても一つの参考資料

として貴重なものだと受け止めています。 

（牛尾議員） 民間議員の提案としてですね。 

（本間議員） 「予算の全体像」を決めた上で、その線に沿って概算要求の基準づく

りをするというプロセスをはっきりとしていくことが非常に重要なのであって、

きちんとそこの流れは明確にしていただきたいと思います。 

（竹中議員） 「予算の全体像」をまとめようというのは、前回議論をして一応決め

たことだと思うんです。その在り方、示し方についてはいろいろな御意見があろ

うかと思うんですが、それに向けて一つの今たたき台が出ているということだと

思いますので。 

（塩川議員） それを見て枠を決めて、こちらは10％削減しよう、こちらはどうしよ

うとやったんです。 

（本間議員） 「改革と展望」の中で、実は５年間の経済運営に関してこの２年間の

集中調整期間とその後の動きというものを成長率も含めて決めているわけです。

決めているというのは数字として挙げているわけです。それに沿いながら、各年

における政策上の新規の部分のところを、その流れと整合的にどういう形で運営

していくかということが非常に重要なポイントでありまして、我々のここの提案

はまさに「改革と展望」のシナリオに沿っている。例えば、今年度で言いますと、

公需の部分のところはマイナス1.2％になります。それを相殺する民需がプラス

1.2％になります。そして、外需の部分がプラス0.6％になって、来年度の成長率

は0.6％で運営します。そして、その状況から出発をして今の景気の動向というも

のをどう評価をするか。為替レート等の問題があります。アメリカの株価の問題

があります。しかし、その筋書を、今この段階で変更する必要はないでしょうと

いうのが、吉川議員が今、申し上げたことであります。 

その上で、歳出は8,000億の部分のところをもう少しきちんと切り込みながら47

兆程度にして、そしてそのマイナスの景気に対する影響については、初年度は小

泉税制改革は法人税を中心にしながら１兆円程度の減税でそれを相殺するような

形で運営していこう。そして、もしそれが大きなランダムなショックがあったと

きには機動的、大胆に運営をするという流れでやっておりますから、我々は経済

の見通しを考えもしないで提案をしているわけではないんです。 

（塩川議員） 	 それはよくわかっているんです。だけど、例えば法人税を減税すると

おっしゃるけれども、何のためにやるのかということが国民にはもうひとつはっ

きりわからない。経済の活性化だと言っているけれども、わからない。それより
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も私の考えとして、経済は確かに底を打って、これからいよいよ離陸をするのに

何か力づけをして離陸をさせるんだと。そのためには、企業を元気づけるんだと

いう意味の減税なのか、経済が落ち込んでくるからそれが需要創出の歳出ではで

きないから減税でカバーするのかというので全然意味が違ってくるんです。そこ

ら辺のことを国民に……。 

（本間議員） ここをよく読んでいただきますと、実は景気対策でこれをやるのでは

ないと。もちろん法人税減税や設備投資は雇用を生むという意味ではプラスの問

題はありますけれども、経済活性化で生産性の向上に資する形で法人税を戦略的

に前倒しをするんだというシナリオを描いているわけですから、その意味では一

貫して「基本方針2002」に沿いながら提案をしているという御理解をいただきた

いんです。 

（塩川議員） そうすると、経済活性化だったら法人税率だけではなくても、法人税

に関係するものであれば税の対象は何でもいいというか。 

（牛尾議員） それは次の議論ですね。そこはいろいろな考え方があります。 

（塩川議員） ここには法人税とは書いていないんです。法人に資すると書いてある

から、これはえらい含みをとられたんだなと私は喜んで見ていたんです。今まで

は一本だったから。 

（牛尾議員） 私は今でも一本ですよ。だけど、書き方はこうしているんです。 

（竹中議員） 枠組みの議論と中身の議論は別で、中身の議論についてはまた別途議

論をしなければいけないことがたくさんあると思いますが、今日の、全体像をど

うするかということに関連して、平沼大臣どうぞお願いします。 

（塩川議員） ついでに私の出したものも読んでおいてください。これは議論も何も

しないでぱっと過ぎてしまいますから。 

（本間議員） 大臣のお気持ちを十分これは反映させています。我々は十分熟読玩味

しております。 

（塩川議員） 本当に吉川先生が言ってくれたので。 

（牛尾議員） 文章も２行変えたんですから。 

（竹中議員） では、平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 片山総務大臣が今、触れられましたけれども、前回、数字が漏れると

いうことで、これは厳に慎んでいこうということで申合せをしたわけですね。そ

れが結果的には今日の朝刊の紙面に踊っているということは、やはりもう少し

我々としては国の一番のことを決める経済財政諮問会議ですから、そこはきちん

としなければいけないと思います。 

それから、私は今まで皆さん方の議論も聞いておりまして、もちろん歳出をカ

ットしていくということは絶対に必要なことですから、それはやらなければいか

ぬと思います。しかし、例えば国有財産というものも長期的に売却をしながら、

こういう危急存亡のときですから財源を捻出するということも、本当に今、厳し

いときですから、私はこれは非常に大きな問題があると思いますけれども、考え

ていかなければならない問題だと思います。こういうことでちょっと各論に入っ

 13




平成 14 年第 20 回 議事録 

てしまうかもしれませんけれども、私は問題提起をさせていただきたいと思って

います。 

それから、15年度予算編成というのは言うまでもなく重要なことは、財政の規

律を強化する一方で今、起こっているデフレをいかに早急に克服をして経済活性

化をするか。これが私は15年度予算で一番留意すべき点だと思っています。そう

いう中で減税ですけれども、これも総務大臣と私は一緒ですが、やはり法人税減

税というのも必要です。例えば、５％というような数字が踊っていましたけれど

も、これは財源として１兆8,000億もかかることで、これが果たしてできるかどう

か。そうなってくると、やはり試験研究開発税制ですとか投資減税とか、そうい

う本当に効果がきちん出る、そのことを国民にわかりやすい形で、これをやれば

どういう姿が出てくるかということもしっかりと私はつくるということが必要だ

と思っています。 

それから、47兆円程度まで切り詰めるという、このことは精神として非常に大

事ですけれども、この厳しい中で果たしてそれがなかなかということですから、

私が今、言ったことも含めてしっかり見極めながら判断するということも必要じ

ゃないかと思っています。要は、限られた中ですから重点項目についてメリハリ

を効かせてきちんとやっていくと、私はこういうことだと思っています。 

（牛尾議員） 政治家である大臣方の御意見は、理解をしておりますし、また民間議

員として言うべきことは、今日は吉川先生が明確にきちんとおっしゃったので、

敢えて付け加えることはないです。今後どう調整するかというのは政治の問題だ

と思うので、竹中大臣にその辺をまとめていただいて、プラス、総理の「構造改

革なくして成長なし」というのは、初めの２、３年間は本当に厳しい谷を登るわ

けですから、そこのところを国民にどこまでわかってもらえるのかが重要なポイ

ントになると思います。 

もう一つは、やはり日本というのは戦後50年、経済成長力で持ってきた国です

から、軍事力もないし、 近はやっと若干文化力も出てきましたけれども、企業

を活性化させないと駄目だと思います。そういうもののためには、若干、企業だ

けをなぜ優先するんだという議論は出ると思いますけれども、少なくとも1987、

1988年までは企業を中心にあらゆることを経済の活性化が吸収してきたわけです。

その後10年間、本当に活性化が衰えてきたが、製造業中心にかなり今年になって

から活力が戻ってきた。だから、市場を信用するのであれば、今、収益が出てい

る企業というのは本当にいい企業なんですから、そこに減税をして、ますます活

力を与えるということは 善の選択肢です。政府の裁量よりも、より市場に基づ

くマネージメントを応援するというのが５％減税の論理なんですから、企業はこ

の４月－６月は非常に活性化してきていますが、いい企業の中がまた二極化して

いるんです。いいところはますますよくなる。 

そういうことで、競争的条件が整備されて、しかも知らない新しい企業がどん

どん収益事業に入ってきた。そういうところを応援することしかないと思います

が、法人の税負担軽減をして、やはりここは企業を強くしないといけない。もう
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一度成長する活力のある国にすることが大事なんだということを国民に訴えると

同時に、そのために国民がやはりつらい思いをすることをどう説得するかという

のはもう政治力の問題だと思うので、それは総理の信念の下に、特に両大臣の御

議論を十分入れたようなものができればと思います。 

（片山議員） 外形標準課税が黒字の企業を助けるのです。 

（牛尾議員） 今回は触れていないんですが、外形標準課税を入れるのも当然で、こ

れも入ったところで竹中大臣がふさわしい案を出されると思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。それぞれ大変深い議論をしていただき

ましてありがとうございます。要は、３点あったかと思います。 

大変重要な点は、これまで予算というのはともすれば積上げ型で、結果的にそ

れがマクロ政策になっているというのが、ちょっとオーバーですけれども日本の

現状だった。その意味ではマクロ政策運営の意思というか、政府のウィルという

のがはっきりしなかったと思います。それをやはりトップダウン型で、「予算の

全体像」でマクロ運営のウィルを示すというのが今回の重要な位置付けなんだと

思います。まず第１の視点としては、したがってそれを積上げ型ではない形で全

体像を取りまとめる。そのことを確認した。しかし、取りまとめの仕方について

はいろいろな御意見があるということだと思いますので、これについては更に調

整をさせていただく必要があるんだと思います。 

第２番目としては、歳出削減というのは国民の期待に応えるということから極

めて重要である。しかし、同時にフィージビリティというものについて、実現可

能性というものについて十分各方面と相談しながら配慮しましょう。更に、これ

に加えて、政府の姿勢を示すという意味で平沼大臣御指摘の資産の売却というの

を避けて通るのはいかがなものなのか。それについても何らかの意思表示を政府

としてする必要があるのではないか。 

第３点は、減税は企業活性化のためにやはり必要である。しかし、減税の在り

方については規模も含めて、一体マクロ経済との関係で１兆円でいいのかという

ことも含めて、もっと大胆に考える。それで、多分その中身についてはマクロの

枠組みの次の段階の話であろうかと思うんですが、「方向と規模」、これについ

ては多年度での税収の均衡といいますか、辻褄合わせの中で、その柔軟性も持っ

て考えるという、それも考慮に入れるということなのではなかったかと思ってお

ります。 

総理から、何かございますでしょうか。 

（小泉議長） いい意見をいろいろありがとうございました。ここで歳出、税制、規

制、不良債権処理と並んだ金融システム、この改革をいかに推し進めていくかと

いうことで、簡素で効率的な政府、いわゆる小さな政府のためには来年度予算も

一般歳出は実質的に今年度以下に抑える。これは歳出の徹底的な見直しが必要だ

と思います。これだけ物価が下がっているときに実際にどのぐらい経費の節減が

できるかということは、公共事業一つをとっても必要だと思います。予算の総額

の抑制と同時に中身を見直す。 
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いい例が、道路公団の非常電話の設置に250万かかる。普通はどんなにかかって

も50万かからないのに何で250万かかるんだ。そうしたら、使わない機能まで付い

ているわけでしょう。非常電話などというのは、早く来てくれというだけでいい

ものを、使い方がわからない機能ばかり付いて、高くても政府が買ってくれると

言うから250万もかかるような非常電話を何台も設置する。これだって、やりよう

によっては半分に費用を減じても設置できる。そういう見直しはやはり官から民

へ、民間活力を生かす。政府でできることもあるだろうけれども、民間にできる

ことはできるだけ民間に任せようということでやっているわけだから、前年度以

下にいかに、歳出の総額を厳しく実績を見直すかということと、そうすると、景

気にどういう影響を与えるか。それを税制改革、歳出削減で減税をやるのもいい

けれども、それだけでは追いつかない。シャウプ以来の税制改革をやろうという

んだから、単年度で税収中立なんかだめです。多年度にわたって、来年は減税効

果はどのぐらい出るのか。しかし、財政規律を考えると、これは将来の展望を見

越して財政健全化に資するような税制改革をしなければいかぬ。今後どういうふ

うにあるべき財政改革をしてもらうか。税調に検討項目を出しましたけれども、

あの中で今後具体論が出てくるから、総合的に歳出と歳入と税制の面においてど

うあるべきか、それをここで議論してもらいたい。 

それと、私はよく言われるんだけれども、将来に対する展望がないとか。バラ

色の未来なんか幾らでも書けます。ところが、今、私のやっている改革は今まで

触れなかった具体論でしょう。道路公団の民営化にしても、住宅金融公庫の廃止

にしても、郵政民営化にしても、石油公団の廃止にしても、一番触れてはいけな

い、触れることのできなかった具体論をやっているわけだから、展望などという

のは書こうと思えば書けないことはないけれども、一番具体論をやっている内閣

なんだから、これを今後推し進めていく。 

いよいよ本丸に入ります。ようやく郵政関連法案は通った。幸いなことに、不

十分だとみんな言ってくれています。これを成立するのを私は待っていたんだか

ら、これから８月、９月には必ず民間にできることは民間にということで郵貯、

簡保を含めた聖域、本丸に入っていきます。同時に金融の問題、公的金融の問題。

住宅金融公庫の廃止だけではありません。金融全体です。いよいよ小泉改革が軌

道に乗っていくという姿をこれから見せるから、これは聖域に踏み込みますから、

そういうことを覚悟して全体のことをやってもらう。これは将来の税収にも構造

にも一番資するんです。税負担、民営化路線というのはそうです。民間の企業は

活性化する。民間に需要を与えていく。政府が手を引くことによって民間の設備

投資が始まる。これはやはり中長期的に見てやらなければなりません。いよいよ

８月から本格的に本丸に入りますから、よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、今の総理の御指示を踏まえて、私の方で案をつくって次回に皆様方

に御相談をした上で提出をさせていただくというふうにしたいと思います。 

（牛尾議員） 当日に出してもらっていいです。 
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（塩川議員） 総理、私は一つ提案があるんですけれども、どこかでやはり発言して

もらいたいんですが、経営者の経営責任というものをもっと厳しく追及すべきだ

と思います。例えば、北拓で10億円やったでしょう。ああいうのはきちんとやる

べきですよ。今、経営者はぬるま湯に漬かり過ぎています。一番漬かっているの

は金融機関です。今だにペイオフどうのこうのと、とんでもないことです。 

（牛尾議員） 市場の制裁を受ければいいんです。 

（塩川議員） そうです。その制裁を受けられるようなシステムをやはり考えなけれ

ばいかぬと私は思います。 

（竹中議員） 次回は、政策金融の話を一部させていただきます。その時に、民間と

政策金融というのは表裏一体でありますので、そういったことにも御言及をいた

だこうかと思います。 

では、ありがとうございました。 

（以 上） 
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