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平成 14 年第 20 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 26 日(金) 16:35～17:40 
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 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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
○「予算の全体像」について 
（竹中議員） 「予算の全体像」について、有識者議員から資料に基づいて提言が出てお

り、説明をお願いする。 
（吉川議員） お手元の資料「『予算の全体像』についての有識者議員提案」について。

平成 15 年度予算については財務省が概算要求基準を決めるが、その前提として「予
算の全体像」を諮問会議でまとめよという御指示が前回の会議で総理からあった。総
理からの御指示を受け、民間議員として平成 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した。 

   「予算の全体像」は今日の議論を経て、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策定するのが予算編成の流
れだと考える。 

   具体的には、我々は予算を予算だけの世界で考えるのでは不十分だと考える。予算
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はあくまでも経済のためにあり、経済に資するような予算、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考える必要がある。 

   予算編成の前提としては日本経済の状況が問題になるが、それが「１．『改革と展
望』のシナリオと 15 年度予算」に書いてある。政府は、「改革と展望」で日本経済の
シナリオを描いている。経済は生き物と言われ、毎日のように変動して目が離せない
が、大まかな動きとしては「改革と展望」のシナリオが実現しつつあると考えている。
とりわけ昨年から今年にかけての動きは、「改革と展望」で描いたとおりに動いてき
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。 
しかし、米国経済、為替レート、金融システム等の現状において、リスクが存在す

るのも事実で、そうした中で、歳出改革、税制改革、規制改革、金融システム改革の
４つを一体として進めていただきたい。「一体として進める」というところが必ずし
も広く認識されておらず、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
だく。いずれにしても、この４つの経済政策を一体として考え、予算もあくまでもこ
の４つのうちの一つとして位置付けていただきたい。 

   そこで「２．15 年度予算の目標」。15 年度予算はどこに目標を置いて編成すべきか。
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が一番大事だ。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り、小泉内閣が掲げている財政規律を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ということ。目標が１つであれば簡単だが、
２つの目標を同時に追っていく中では、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、財政の在り方ではないかということで提言している。 

   まず３．（１）一般歳出については歳出の改革が非常に大事で、具体的には 14 年度
の 47.5 兆円を 47 兆円程度にすることが必要ではないか。これは、「改革と展望」の
参考試算よりはやや厳しい内容だ。 

   なぜ歳出改革を進めるかと言えば、民間議員の立場から見れば、歳出にはまだ効率
化の余地がある、まだ無駄があるのではないかということだ。したがって、財政規律
を求めていく中では歳出の改革、抑制が一つの重要なポイントになる。効率化の余地
があるのだから、そこは効率化を進める。それが国民が望んでいることではないか。 

   従って 15 年度予算の編成を進める上では、制度予算あるいは義務的経費と呼ばれ
る非裁量的な支出についても厳しく見直す必要がある。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。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、15 年度
予算においても相当の削減を行う。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、可能なものは 15 年度予算に反映する。 

   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。 

   繰り返しになるが、歳出の抑制とは、歳出の中身にはまだ効率化の余地があるので、
効率化を進める、ということ。それを国民は求めている。これが我々の基本的な考え
方だ。 

   ３ページの「一般会計歳出総額」として、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、15 年度の一般会計の歳出総額を 81.7 兆円程度
とすることを提案している。 
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   「４．15 年度予算の『歳出と歳入の関係』」では、歳入見積もりについては、現時
点において「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が、引き
続き検討を行うこととする。 

   ２番目に、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。要する
に経済の活力を取り戻すことが大事で、もう一方で財政規律も追うということ。歳出
と歳入のうち、歳出には効率化の余地があるので、そこは抑え込む。これは国民が求
めていることでもある。しかし、それだけではただ財政を締めるだけになるから、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い、民間の活力を引き出す。こ
の２つを組み合わせるということ。歳出カットだけで歳入面の手当てをしなければ、
国債の発行額はそれだけ少なくなる。しかし、それ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というのが我々の考え方だ。 

   減税についても、ただばら撒いてお金を渡すのではなく、歳出と同じように、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ことが大切だ。 
具体的には、①法人の税負担の軽減、②相続・贈与税の一体化に向けた贈与税の減

税、これは住宅問題がまだ日本の経済社会で宿題として残っているのではないかとい
うことが背景にある。更に、③金融所得課税の一元化に向けた簡素化、④土地の有効
利用に向けた土地関連流通税の見直し、がある。この他に、経済の活性化のためには、
資料には書いていないが、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。予算、税、規制改革、不良債権処理、この４つ
を一体として経済政策として考えるということだから、不良債権処理あるいは産業再
編、これに資するような税も考えられていいのではないか。 

   そこで、減税をする場合、財政規律があるから、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る。これに関して我々は幾つかの提言をし
ている。１つは「改革と展望」を上回る歳出改革の成果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ということ。これですべてだと私どもは申
し上げているわけではない。歳出削減の成果も減税の財源として活用したらどうか。
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。 

   このほかにも、財源はあると思う。例えば、増税と減税との組み合わせを毎年毎年
ネットでゼロにするのではなくて、何年か合わせて税収中立にする。すなわち、塩川
大臣がつとに御主張されているように、将来経済が活性化したときの増収や、「税の
空洞化」と呼ばれる状況を見直して、課税の適正化を前提として増えた分の税収を現
在の減税に回すというようなことも考えられる。こうしたことを組み合わせる必要が
ある。 
ここで１つコメントをしたい。一般歳出を削減する、仮に公共投資を削減して、そ

れを法人を主とした減税に回すというと、それは地方やいわゆる弱者を犠牲にして企
業を益することでいいことではないのではないかという考えがある。我々はこれは正
しくないと思う。弱者が一番困るのは経済が疲弊しているとき、すなわち、企業が不
振になって失業等が増えるときだ。これは、地方についても全く同じことが言える。
地方が疲弊しているなら、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ても、持続的な成長は生まれない。地方が困って
いる場合にこそ、規制改革や特区がある。特区は、各地方がアイデアを出して規制改
革を考えるというものである。このように、特区あるいは税によって企業を応援し、
その企業が強くなることで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
う道が構造改革の本道であって、公共投資などで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だ。 
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   「５．制度予算の改革」では、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月下旬に関係大臣の出席を得て、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。 

   「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いる。先
ほど 47 兆円の一般歳出を提案したが、財務省の試算では一般歳出の自然体の額は 49
兆円になると見込まれている。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、「49－４＋２＝47」という姿が一つのあるべき姿ではな
いか。 

   それから、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重点分野への予算配分、これは、常に課題になっているが、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ということ。これはマトリ
ックス予算という形で前にも提案した。 

   ②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―これは特殊法人に対する補助金が含まれているが―
等について幅広く検討し、削減を行う。 

   ③効果の低い分野に対する予算の自動的削減、必ず役に立つと事前的には言われる
が、事後的な評価ではその成績が芳しくない要求もたくさん含まれている。事後的評
価によって成績が芳しくない場合には、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ような仕組みも導入する。 

   また、④コストの削減、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） 関連して、塩川大臣から資料が提出されている。塩川大臣。 
（塩川議員） 吉川議員の説明については、財政健全化に対して率直な意見を言っていた

だいているなど感謝している。 
   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、これからの経済が

どうなるのかという問題をしっかりと経済財政諮問会議で見定めてもらわなければ
困る。５年前、橋本内閣のときに、経済が良くなったということで少し財政を引き締
めた結果、経済が大きいダメージを受けた。今度はそうではないと思うが、そういう
状況も想定しておく必要があるし、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く必要がある。先程、吉川議員が歳入、歳出の
バランスを取っていくとか、二兎を追うと言った。私はまさにそうだと思うが、その
方針の前にきちんと来年度の経済の見通しを経済財政諮問会議で決めて欲しい。諮問
会議は当面の問題ばかりをとりあげているが、むしろこうした根本の見方を示して欲
しい。それに基づいて、「予算の全体像」や税制のあり方についても総理から指示を
出していただきたい。 

   次に、一般歳出 49 兆円を 47 兆円にすることについては、私たちの努力目標として
当然やる必要があると思っている。というのも、税収は 46 兆 4,000 億円と今見積も
っているが、それに達しない可能性もあり、その場合、歳出を当然絞らざるを得ない。
更に当然増が１兆 5,000 億円から 1兆 6,000 億円あり、これは歳出削減で賄う必要が
ある。つまり、合計約３兆円の歳出に対する歳入のマイナスがあると見て、それを埋
めるために歳出削減をしなければならない。従って、ここから１兆円の減税財源を見
つけることはとてもできない。だから、１兆円、２兆円でもやれと言われればやるが、
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内容はちょっと考えてもらわなければいけない。吉川議員も言っていたように、減税
の財源は別途考えてもらわないといけない。歳出削減からのみで減税の財源はどう考
えても出てこない。 

   そこで、６月に私はペーパーを出してお願いしたが、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て決めて欲しい。そ
の上で、どんと経済構造改革に資するような減税を考えてもらいたいと思う。そうい
う考えでと言うことであれば、私は一生懸命やる。とにかく考え方を固めて欲しい。 

   それから、歳出改革、税制改革、規制改革、金融システム改革の「四位一体」の改
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改革だ。これは総理に
蛮勇を振るってもらわないとなかなか動かないので、これは総理にお願いしたい。特
に規制改革については、例えば、電波法の改正一つでも、ものすごく流通が動いてく
る。だから、こういう問題をこまめに取り上げてもらいたい。 

   金融システム改革については、ペイオフの扱い方次第で大きく変わってくる。だか
ら、これを一つのきっかけにして金融システム改革を大胆にやれば、経済に大きく影
響してくると思う。従って、「四位一体」の改革をお願いしたい。 

   最後だが、このペーパーに書いてあることを今出されると、私のところは非常にや
りにくい。今後は、８月２日に経済財政諮問会議で予算の枠組みを決め、それを受け
て、８月６日に私のところで予算の概算要求の枠組みを出したいと思っている。去年
はシーリングの枠組みは４ブロックだったが、今年は３ブロックで出したいと思って
いる。それを８月２日に検討していただく。そうすれば、６日に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るので、ひとつ御協力をお願い
したい。 

（片山議員） 有識者議員提出資料に関して何点か言いたい。まず、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。」という一文があるが、これは先般、総理の
指示にあったように、「国庫補助負担金と税源移譲と交付税の見直しを三位一体でや
る」ということであり、国庫補助負担金だけ削減して、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のでは困るので、「三位一体」ということを書いてもら
わなければ正確ではないし、いろいろ問題が生ずる。 

   次に、３ページ（２）の、交付税に関する注は不要。「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諮問会議とは別の話だ。
それから清算をどうするかも事務的な話だ。 

   そして、地方交付税というのは結果であり、スタートではない。地方財政計画を毎
年度決めるときに決まる。地方の歳出を積み上げていって、一方で地方の収入見込み
を積み上げていく。だから、地方の歳出には国が７割影響しているので、国の歳出カ
ットをどう行い、それに伴って地方の歳出カットをどう行うかということと、景気そ
の他で地方の税収その他がどうなるか、それらを全部積み上げていった最後の差が地
方交付税である。むしろ、地方交付税は国税が落ち込んでいるからそれをどう埋める
かという知恵を出すのであり、あらかじめ削減額を決められる性格のものではないこ
とを理解いただきたい。 

   次に、１兆円減税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らない。例えば法人税率を下げるならば。そこで公共投
資だが、全て建設国債なので、幾ら削減しても減税の財源は出てこない。建設国債が
減るだけの話だ。 

   社会保障については、その制度的改正は、給付を落とすか負担を増やすかの組合せ
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で今やっており、一方で恒久的な制度として法人税を下げることについて、国民的に
共感や合意が得られるだろうか。企業がしっかりしなければいけないと私も思うが、
これは大変な話だ。 

   それから、地方財政については、説明した通り、国の歳出と裏表なので、これをあ
らかじめ削減するというのは制度的にできない。 

   減税については、やるのならば、一律にやるのではなく、これから伸びていく、伸
ばしていかなければならないものに集中すべきだと思う。そういう意味では、法人税
率を一律に下げるのではなく、研究開発とか、ベンチャー企業への投資だとか、そう
いう仕分けをしてやっていくべきだ。 

   最後に、この資料の数字は恐らく積み上げられた数字ではない、マクロ的につかま
えた数字なので、この数字を外に出すのは問題だ。「49 兆円を 47 兆円にする」、「－４、
＋２」と言われればわかりやすいが、根拠を聞かれたら困ってしまうと思う。ところ
が、新聞にはもう全部出てしまっている。 

（竹中議員） 数字が出ることに関しては、なかなか難しいとは思うが、皆さんに協力し
ていただかなければいけないと思う。 

（牛尾議員） 提出資料に関しては、塩川大臣からも意見を聞いて、若干の修正もしてい
る。一番大きな問題は、片山大臣も言っているように、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ということだ。 

   しかし、国民は、政府は無駄な支出を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頻繁に起こっている。やはり経済財政諮問会議は総理を議
長として国民にこたえていく会議なので、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はないとなってしまう。それを総理の判断で特に重要でない
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あるが、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る。だから、2002 年の成長の見通しである０％は今は修正
する必要はないし、2003 年＋0.6％は現段階では大丈夫だということが、それは悪い
条件が重なればもっと下になるかもしれない。幸い４－６月は強い企業は非常に業績
がいいので、もっと良くなるかもしれないが。 

   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
どう乗り越えるかについては、十分覚悟の上でやる必要がある。 

   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、４年かかっている。これからの日本の場合、２兆円の歳
出カットを財源にして、頭の中で考えても１兆円程度の減税政策しかないので、財政
を減らすことによって景気が落ち込む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３兆円ぐらいすれば非常に効果的だと思う。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は、未来の展望を描くことに
よってしか説得力はない。塩川大臣は、未来の展望をもっと書けと言うが、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、どうするのかということを早
急に考える必要があると思う。 

   今後は、有識者議員提出資料について本日で議論をし、８月２日には今日の議論を
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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
議と聞いている。重要なのは、今後、国民に向かってこれをどう説得するかというこ
とだと思う。 

（塩川議員） そこは非常に大事なところだと思う。だから、概算要求の枠組みを８月６
日に諮問会議として決めるとするならば、予算の枠組みはわかりやすい表現で抽象的
なものにしておいてもらわないと、やりにくい。それを６日に諮問会議で決めてもら
ったらいい。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、有識者の言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
はできない。 

（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、「四位一体」
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。皆、「８月改革」を非常に期待しているのだから。税制改
革については、総理もとにかく８月に明確にすると言っているし、特区も非常に地方
は関心を持っており、金融の問題もペイオフについてまだ議論がある。そういうメッ
セージも合わせて、６日にある程度国民に伝えないといけない。 

（片山議員） 先程の 47 兆円というのは最後の数字でしょう。今は要求基準、シーリン
グをどうするかということですから。 

（竹中議員） それでは、本間議員。 
（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。30 兆円の枠を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 4
7 兆 8,000 億円を諮問会議で了承したが、これは実質的にほとんど議論しなかったの
と同じ状況だった。今年は「予算の全体像」を予算編成の中でどういう形で定型化し
ていくかが非常に重要なポイントだ。「改革と展望」でも、「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。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」がどうあるべきかについては、きちんと議論すべきテーマだと思う。 

   従って、事前に数字が漏れて、次回この場に改めて数字の部分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考えれば、私は非常に問題があると思
う。 

（塩川議員） 今日は有識者議員の方々から案が出てきて、これを一つの参考としてやれ
ということ。そして、しっかりした予算の枠組みを決めた上で、シーリングを組む。
そういう予算の枠組みについて、具体的に協議して決めるということでしょう。 

（本間議員） ２日に、今日の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） この提出資料は、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
止めている。 

（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う。 

（竹中議員） 「予算の全体像」をまとめるというのは、前回議論をして決めたことだ。
そのあり方、特に示し方についてはいろいろな意見があるかと思うが、それに向けて
一つのたたき台が出ているということだ。 

（塩川議員） それを見て枠を決めて、こちらで 10％削減しようとか考える。 
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（本間議員） 「改革と展望」では、今後５年間の経済運営に関して最初の２年間の集中
調整期間とその後の動きを成長率も含めて決めている。毎年の政策上の新規部分をそ
の流れと整合的にどのように運営していくかが重要なポイントだ。我々の提案はまさ
に「改革と展望」のシナリオに沿っている。例えば、来年度の成長率は＋0.6％とみ
ている。その状況から出発して今の景気動向をどう評価するか。為替レートや、アメ
リカの株価などの問題がある。しかし、これを今の段階で変更する必要はないという
のが、吉川議員が申し上げたことです。 

   その上で、歳出は 8,000 億円の部分を少しきちんと切り込みながら 47 兆円程度に
して、このマイナスの景気に対する影響については、初年度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する。仮に、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いるのだか
ら、我々は経済の見通しを考えもせず提案をしているわけではない。 

（塩川議員） それはよくわかっている。しかし、例えば法人税を減税すると言うが、何
のためにやるのか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
いるが、わからない。経済が確かに底を打って、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ために企業を元気づける意味の減税なのか。経済が落ち込んでく
るので、需要創出の歳出ではできないから減税でカバーするのという意味の減税なの
か。全然意味が違う。 

（本間議員） よく読んでもらうと、景気対策で減税をやるのではないことが分かっても
らえるはずだ。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
の面はあるが、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
るというシナリオを描いている。その意味では一貫して「基本方針 2002」に沿って提
案していることを理解いただきたい。 

（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何でもいいというのか。 

（牛尾議員） それは次の議論です。そこはいろんな考え方がある。 
（塩川議員） ここには法人税とは書いていない。「法人の税負担の軽減」と書いてある。

これはえらい含みをとられたと私は喜んで見ていた。今までは一本だったから。 
（牛尾議員） 今でも一本です。だけど、書き方はこうしている。 
（竹中議員） 予算の枠組みの議論と中身の議論は別で、中身の議論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。今日は、全体像をどうするかだ。 
（塩川議員） 私の提出した資料も読んでおいてください。 
（本間議員） 我々の提案は、大臣のお気持ちを十分反映させている。十分熟読玩味して

いる。 
（平沼議員） 片山大臣も触れたが、前回の会議でも申し合わせた資料の管理については、

やはりきちんとしなければならない。 
   歳出カットは絶対に必要で、やらなければいけないと思うが、今のように厳しい時

期には、例えば国有財産の売却で財源を捻出するということも考えていかなければな
らないと思うので、問題提起をさせてもらう。 

   それから、15 年度予算編成で重要なことは、財政規律を強化する一方で、デフレを
いかに早急に克服して経済活性化をするかだ。その中での減税は、やはり法人税減税
が必要だが、法人税を５％下げようとすると、財源として１兆 8,000 億円もかかるこ
とで、果たしてできるのだろうか。片山大臣も言っていたが、やはり試験研究開発税
制とか投資減税など、効果がきちん出るものが必要になる。こういったことを、国民
にわかりやすい形で伝えることが必要だと思う。 
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   それから、47 兆円程度まで切り詰めるということは精神として非常に大事だが、こ
の厳しい中で果たしてそれができるのか。私が今、言ったことも含めてしっかり見極
めながら判断することが必要ではないか。要は、限られた中で重点項目のメリハリを
効かせてきちんとやっていくことだと思う。 

（牛尾議員） 大臣の方々の御意見は、十分理解をしています。今後どう調整するかは政
治の問題だと思う。その辺は、竹中大臣にまとめていただき、加えて、竹中大臣には、
「構造改革なくして成長なし」ということで、最初の２、３年間は本当に厳しい谷を
登るということ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
思う。 

   また、日本は戦後 50 年、経済成長力で持ってきた国で、軍事力もない。最近は若
干文化力も出てきたが、企業を活性化させないと駄目だ。企業だけをなぜ優先するん
だという議論は出ると思うが、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。その後 10 年間は本当に活力が衰えた。しか
し、最近は製造業を中心にかなり活力が戻ってきた。市場を信用するのであれば、今、
収益が上がっている企業は本当にいい企業なのだから、そこに減税をして、ますます
活力を与えるということは、最善の選択肢だ。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のが５％減税の論理だ。この４月－６月は非常に企業が活
性化してきている。 

   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しかないと思う。法人の税負担軽
減をして、やはり企業を強くしないといけない。もう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、そのために国民がつらい思
いをすることをどう説得するかはやはり政治力の問題だと思う。 

（片山議員） 外形標準課税が黒字の企業を助ける。 
（牛尾議員） 今日は触れていないが、まず、外形標準課税を入れるのも当然で、これを

入れた形で竹中大臣がふさわしい案を出されると思う。 
（竹中議員） これまでの審議をまとめると、要は３点があったと思う。 

まず、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、少しオーバーだが日本の現状だった。その意味ではマクロ
政策運営、政府の意思がはっきりしなかった。それをトップダウン型で、「予算の全
体像」でマクロ運営の意思を示すというのが今回の重要な位置付けだと思う。つまり、
積上げ型ではなく全体像をまとめる、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意見があり、更に調整をさせていただく。 

   ２点目に、歳出削減というのは国民の期待に応えることから極めて重要。しかし、
同時にフィージビリティというものについて、実現可能性を各方面と相談しながら配
慮することが必要ということ。更に、政府の姿勢を示すという意味で平沼大臣から指
摘のあった資産の売却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行う必要があるのではないかということ。 

   ３点目に、減税は企業活性化のためにやはり必要だ。しかし、減税のあり方につい
ては１兆円でいいのかという規模も含めてマクロ経済との関係で、もっと大胆に考え
る。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が、「方向
と規模」、これについては多年度の税収中立の下で、柔軟性を持って考えるというこ
となのではなかったかと思う。 

   最後に総理からお願いします。 
（小泉議長） いい意見をいろいろありがとうございました。歳出、税制、規制、不良債
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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。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。これには歳出の徹底的な見直しが必要だと思う。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
も必要だと思う。予算総額の抑制と同時に中身を見直す。 

   いい例が、道路公団の非常電話の設置だ。普通はどんなにかかっても 50 万円もか
からないのに何で 250 万円かかるのか。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、政府が買ってくれると言うから 250 万円もかかる
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。民間にできる
ことはできるだけ民間に任せる。それで前年度以下にいかに、歳出総額を厳しく実績
を見直すかということ、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が、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のだから、単年度の税収中立ではだめだ。多年度にわたって、
来年の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、将来展望を見
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けない。今後どういうふう
にあるべき財政改革をしてもらうか。政府税調に検討項目を出したが、あの中で今後
具体論が出てくる。それを受けて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、それを諮問会議で議論してもらいたい。 

   それと、将来に対する展望がないとかよく言われるが、バラ色の未来なんか幾らで
も書ける。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。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。展望などと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、今後も推し進めていく。 

   これから、いよいよ本丸に入る。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る。これを成立するのを私は待っていた。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、
本丸に入っていく。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
はない。金融全体だ。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。これから聖域に踏み込みます。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。税負担、民営化路線というのはそう
です。民間企業は活性化する。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らない。い
よいよ８月から本格的に本丸に入るのでよろしくお願いします。 

（竹中議員） 次回は、今の総理の指示を踏まえて、私の方で案をつくって皆様に相談し
た上で提出させていただく。 

（塩川議員） 総理、１つ提案がある。経営者の経営責任をもっと厳しく追及すべきだと
思う。今、経営者はぬるま湯に漬かり過ぎ。一番漬かっているのは金融機関だ。今だ
にペイオフどうのこうのと、とんでもないことだ。 

（竹中議員） 次回は、一部、政策金融の話をする。その時、民間金融機関と政策金融は
表裏一体なので、今の話もしてもらいたい。本日は、ありがとうございました。 

 
（以 上） 


