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3．出席者 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 
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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 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 

臨時議員 鈴木 俊一 環境大臣 

石 弘光 税制調査会会長 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

(1)地球環境に配慮したエネルギー政策について 

(2)税制調査会・財政制度審議会報告 

(3)マクロ経済情勢について 

(4)その他 

３．閉 会 

（配布資料） 

○平沼議員・鈴木臨時議員提出資料 

○鈴木臨時議員提出資料 

○平成 15 年度税制改革についての基本的考え方（石税制調査会会長提出資料） 

○財政制度審議会における検討状況等について（塩川議員提出資料） 

○日本経済の現況と政策対応のあり方（有識者議員提出資料) 

（本文) 
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○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第35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。本日はテーマが３つご

ざいます。第１は地球環境に配慮したエネルギー政策、第２番目が税制調査会財

政制度等審議会からの報告、３番目がマクロ経済情勢であります。この２番目と

３番目は実質的には一緒に議論させていただくことになろうかと思います。 

なお、本日は鈴木大臣、及び後ほど石政府税調調査会会長にも御出席をいただ

きます。奥田議員は所用のため欠席されます。 

○地球環境に配慮したエネルギー政策について

（竹中議員） それではまず、地球環境に配慮したエネルギー政策の議題の審議に移

りたいと思います。御承知のように、今年８月末の集中審議におきまして、平沼

大臣からエネルギー特別会計に地球環境対策を取り込みまして、必要な部分は環

境省と共管にするというような考えが表明されましたので、それに基づいて、平

沼大臣から御説明をお願いいたします。 

（平沼議員） それでは、私から御説明をさせていただきます。お手元に横長の資料

がございますので御参照くださいませ。 

今、竹中大臣からお話がございましたように、８月末のこの会議の場で私の方

からエネルギー政策を地球環境政策の観点から大胆に見直すことを表明させてい

ただきました。そして、各議員の皆様方の御賛同を得たところでございます。そ

の後、総理の指示に基づきまして、私ども政策の見直しと関係者との調整を精力

的に進めてきておりまして、現段階での内容をまず御報告をしたいと思います。 

前回にも申し上げましたけれども、我が国のエネルギー起源ＣＯ2 排出量は

1990年に比べて10％も増加しておりまして、2010年までにはこの増加量を０にす

るという国際約束を守っていくためには、今や一刻の猶予も許されない状況にあ

るわけであります。ことここに至りましては、１日でも早くエネルギー政策と地

球環境政策との連携の強化を図ることが必要と判断をいたしまして、夏の段階で

経済産業省と環境省が共同でこれに取り組むべきことを宣言し、事務方にその方

向で見直しを行うように指示を行ったところでございます。 

これまでは省の壁を意識する余り両省の間にいろいろとあったわけでございま

すけれども、本日御出席いただいている鈴木環境大臣の強力な指導力と御協力も

ございまして、本日、私と鈴木大臣の間で石油特別会計を両省の共管として一緒

に省エネルギー対策や新エネルギー対策、京都メカニズム対策に取り組んでいく

ことに合意をしたところでございます。 

これからは両省が同じ船に乗って、地球温暖化対策に取り組んでまいりたいと

思っております。また、この問題にとどまらず、石油と比較してセキュリティ面、

環境面の両面で優位性を持つ天然ガスへの大胆なシフトや、電力の自由化に対応

した原子力を中心とする長期固定電源に対する施策の充実など、エネルギー政策

全体について施策の重点化を進めることにいたした次第であります。 
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なお、これまでのエネルギー関係予算に対する御批判を真摯に受けとめまして、

ただいま申し上げた政策の見直しの大前提として、既存予算の思い切った削減を

断行させていただきました。具体的には総額6,200 億円の14年度予算との比較に

おいて、エネルギー関係研究開発予算を450 億円、石油公団関係予算を280 億円

削減するなど、総額で1,000 億円の削減を行ったところでございます。 

次に歳入面での見直しについて若干御説明をさせていただきたいと思います。

この度の見直しで、地球環境問題の取組の強化など、歳出のグリーン化を進めた

ことから石油税につきましては、負担の公平をより徹底するために、石炭を新た

に課税対象に追加するなど、歳入面でのグリーン化も推進することにいたしまし

た。 

また、電源特会につきましても、これまでの総花的な電源立地対策を抜本的に

見直しまして、原子力、水力など長期固定電源の安定的確保に資源を重点的に投

入するなどの見直しを行うこととしております。特に原子力発電の問題につきま

しては、安全性に対する国民の信頼を取り戻すべく万全を期してまいりたい。こ

のように思っております。 

このほかにも歳出面の削減を行いまして、それに見合った電源開発促進税の引

き下げを予定しているところでございます。 

以上のような歳入面の対応に当たりまして、現在、厳しい経済情勢に置かれて

いることにもかんがみまして、エネルギー特会全体としては、極力エネルギー消

費者の負担増にならないように十分配慮してまいりたいと思っています。 

以上限られた時間の中で総理の御指示に従いまして、歳出、歳入の両面にわた

る大胆な見直しを行ったところでございます。今後、与党を始め関係者の御理解

を得て、政策の実現に努めていきたい。このように思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

続きまして、鈴木環境大臣から資料に基づいて御説明をお願いいたします。 

（鈴木臨時議員） 私の方からは４ページの資料を出しております。 

１ページは地球温暖化問題の及ぼす影響、そしてそれに対応する国際枠組みを

書いております。 

２ページ目は温室効果ガスの排出量の状況でございますが、基準年であります

1990年に比べて、既に2000年では８％増えているわけでございますので、京都議

定書で約束した６％を削減するためには、約14％相当の排出削減が必要である旨

が書いてございます。 

３ページと４ページをごらんいただきながら発言をお聞きいただきたいと思い

ます。 

本年６月に我が国は京都議定書を締結いたしました。しかしながら、京都議定

書の６％削減約束の達成のためには、現時点から14％の排出削減が必要であり、

今の段階から強力に取り組みを進めていくことが必要であります。このため策定
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した地球温暖化対策推進大綱のもと、2002年から2004年までを第１ステップとし

て、さまざまな対策を実施いたしております。 

さらに確実に京都議定書の６％削減約束を達成するために、2004年、2007年に

は、それまでの取り組みの進捗状況等を評価し、必要となれば2005年から2007年

までの第２ステップのできるだけ早い段階で、追加的対策を導入していくことと

いたしております。 

こうした中、４ページでございますが、環境省といたしましては、第１ステッ

プでの取り組みを強化するため、特別会計を含めた歳入、歳出をグリーン化すべ

きであるということを提唱してまいりました。 

今ほど平沼大臣から御説明のありましたエネルギー特別会計の見直しの案は、

まさにこれを両省連携で実現しようというものであり、つい先ほど平沼大臣と私

の間で合意に至ったものであります。 

私といたしましては、平沼大臣と協力して、エネルギー特別会計のグリーン化

を図り、第１ステップにおける取り組みを強化してまいりたいと考えております。

今回のエネルギー特別会計の見直しは、第１ステップにおける特別会計のグリ

ーン化にかかわる問題であり、第２ステップ以降の課題である温暖化対策税とは

別のものであります。 

温暖化対策税につきましては、私といたしましては、温室効果ガス排出量の動

向にかんがみて、2004年の評価見直しの結果、2005年以降の第２ステップにおい

て、エネルギー税制の枠内での今回のグリーン化にとどまらず、さらに一歩進め

て温暖化対策税のようなより本格的な政策の導入が必要になるのではないかとい

う思いを強く抱いております。温暖化対策税を含めた第２ステップ以降の対策、

施策については、関係府省や国民各界、各層の間で今後議論が深まっていくこと

を期待しております。 

一方、第１ステップの取り組み強化は喫緊の課題であり、今回のエネルギー特

別会計の見直しについて、財政当局を初め、各方面の御理解と御支援を是非賜り

たいと存じます。この新しい特別会計による事業をお認めいただいた暁には、環

境省としては民生部門を中心に、地域に密着した省エネの取り組みなどを強化で

きるよう、有効に使わせていただき、ＣＯ2 排出削減対策が進展するよう全力を

つくしてまいりたいと思っております。 

なお、別件にわたりますが、環境省では政府全体の環境保全施策にかかる経費

の見積りの方針を調整し、環境保全経費の概算要求を取りまとめております。平

成15年度の総額は３兆1,000 億円余、前年度当初予算額に比べ約９％の増となっ

ております。この中には、環境技術開発、森林整備、新エネルギーの開発普及な

ど、経済の活性化や雇用創出にも通ずる施策が多数盛り込まれております。これ

らの予算の確保につきましても特段の御配慮をお願いを申し上げます。 

環境分野では、総理のリーダーシップによって、低公害車の急速な普及が既に

始まっております。さらに今後ともさまざまな対策が必要となりますので、関係

方面の御理解と御支援をお願い申し上げるところでございます。 
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以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、ただいまの議題につきまして、

自由に御討議をいただきたいと思います。塩川大臣。 

（塩川議員） まず、経産省の方で1,000 億円の節減をしていただいたということで

したけれども、非常に御協力をいただいたと思っております。そこで今度枠組み

がちょっと変わりまして、見直しをされる。その中で上限は、特別会計でござい

ますので、この見直しについては、特別会計全体の見直しとして、ひとつあり方

を検討していただきたいという条件がございます。 

それと現行のセキュリティ対策とエネルギーの需給高度化の分と、このほかに

新エネルギー関連部門と、先ほど鈴木大臣の仰いました環境省の環境予算、これ

が入ってくるわけですね。そうしますと、この見直し後の明細、これはできるだ

け早く作っていただくようにお願いしたいと思っていますので、ひとつよろしく

お願いします。 

以上です。 

（平沼議員） 承知しました。 

（本間議員） エネルギー問題政策を担当される経済産業省と環境問題を所掌される

環境省が、こういう形で政策立案をされているということに対しては、私もこれ

からの方向性として望ましいことであるというふうに高く評価をしております。 

ただ、幾つか懸念すべき点もございます。まだ、具体的な税率といった税収の

面が御提案されておりませんので、その点で税を入れかえたときに、どの程度負

担面からの効果があるのか。さらには、その使い方、歳出面での変更というもの

がどの程度環境に対して効果があるのか。税負担と歳出面での変更の効果につい

て、シミュレーション分析などのより周到な分析を行っていただいた上で、この

問題について前向きなメッセージをより一段と強めていただきたいという具合に

思います。 

第２番目の問題でございます。環境問題に対処するための炭素税、あるいは温

暖化税等について税収の使途を限定するかどうかという問題については、各国と

も非常に頭を痛めています。一般財源という形で使うのか、特定財源という形で

使うのかは、公害等の問題に関してどのように資源配分を是正するのか、達成度

というものを高めるのか低めるのかという問題にもつながってくる問題でござい

ます。ここはステップ・バイ・ステップの第一段階という位置づけであろうと思

いますけれども、今後考えられる究極的な環境対策関連税制、これとの位置づけ

というものを是非お考えをいただいて、仮にその関係の中で今回の特定財源的な

アイディアというものが障害になるというようなことが仮にあるとすれば、それ

は柔軟に見直していただくことが必要になろうと思います。ステップ・バイ・ス

テップで、エネルギー保全の問題と環境問題の達成というものの両立をしながら

やっていただきたいと思います。 

それから、３番目には特定財源の負担について、日本の場合には少し狭く理解

され過ぎていると思います。これはエネルギー関連だけではなく、道路特定関連
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でも、負担者というものが自動車等のメーカーとエネルギー関連の企業というよ

うに考えられ、これらの方々がその使い方に対する権利を有するかのごとく議論

のされる場合があるわけですけれども、実は価格形成を通してこの負担は消費者

に対して転嫁をされるわけでありまして、 終的な負担者というのは、一般的な

消費者である。このことを御理解いただいた上で、特定財源の負担を直接的な負

担者に限定する極めて狭い御理解というものを是非払拭していただきながら、こ

の特定財源と一般財源の問題について、先ほど塩川財務大臣のお話のとおり、こ

の問題が過剰な予算上の配分に結びついていかないよう、是非理性的に対応して

頂きたいとお願いをしたいと思います。 

以上です。 

（片山議員） 関連しますから、よろしいですか。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 本間先生の言われたこととかなり重なるといいますか、関連があるの

ですけれども、今、電源開発と石油の特別会計を２つお持ちですよね。どちらも

かなり剰余金があります。特に電源開発の方は、この間会計検査院が原発立地地

方団体への交付金を中心に1,730億円も余っているので見直すように注意したと

新聞に出ていました。それから、石油特会の方も1,700億円ぐらい剰余金がありま

す。特定財源ということはいいのかもしれませんし、環境省と一緒にやるのも別

に反対ではありませんけれども、これだけ剰余金があるのは、特定財源としては、

いかがなものかという議論を誘発すると思います。もっと絞って一般財源化せよ

という議論は、基本的には道路特定財源と同じです。 

もう一つは、地方に特に電発特会で原発立地交付金を交付しているのですが、

これが割に喜ばれていないのです。そこで核燃料税を、別に法定外普通税で、電

源開発促進税とは別に徴収して、これがこの前も東電との間でトラブルがあった

りしましたので、この辺をどういうふうに整理すればいいのか。環境関係の事業

もやるということなら、かなり使途は広がることは広がるのだけれども、今の本

間先生と同じような意見を持っております。 

それからもう一つは鈴木大臣のお話だと、本格的な環境税制は、第２ステップ

でこれから導入するというのですね。そうなると、これとの関連を整理しなけれ

ばいけません。こっちをどうするのか。同じことになるのですから。そこのとこ

ろをしっかり整理しなければ大変な問題を起こすのではないかということと、環

境の仕事については、鈴木大臣御承知のように、ほとんど地方団体が実施してい

るのです。環境省と連携してと言いますが、企画立案や指導は環境省が行ってい

ますけれども、実施についてはずっと地方の方がたくさんお金を出していますの

で、もしやるなら必ずしも税源移譲ということでもなくても譲与税でもいいので

すけれども、補助金ではない財源措置が必要です。今は補助金ですよ、様々な形

で。ですから、その辺の国と地方の負担関係というものを、この機会に見直すべ

きではないでしょうか。今、三位一体の改革を総理の指示で我々は一生懸命努力

していますけれども、この３点について私は疑問に思っているのです。 
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（竹中議員） それでは、牛尾会長に御発言いただいて、一度大臣にお答えいただき

ます。牛尾会長どうぞ。 

（牛尾議員） 京都議定書に向かって両省がこうやって協力されていることは大変高

い評価をします。ただ、京都議定書を決めたころには、原子力発電というものは

非常に大きな電源になっていたんですけれども、今、平沼大臣からもこういう安

定に向かって、極力努力をするというお話がありましたが、原発に対する逆風は

想像を絶するほど強いものがある。そこは努力で何とかなると思うのか、新たに

どうなるかということを見通して、相当簡単じゃないと思います。非常に無理に

近いものがある。その場合にどうするかという代案を考えなきゃならんというこ

とが一つあると思います。 

第２はオイルショック以降、日本の制度では非常に努力をして、テレビから冷

蔵庫から冷房から、大体当時の４分の１から５分の１の電力量で同じ効果が出る

ところまできているわけです。自動車も率先して効率の高いもの使うということ

をされているというのは、こういうことをもっと真剣にやらないといけない。日

本の場合は、産業用は非常に効率よく変わっているんですが、民生用が非常に問

題があるんです。しかし、私はもう15年前の冷蔵庫や冷房や、10年前のテレビな

んかは全部買いかえて、効率の高いものに切りかえるとものすごく効果があるし、

需要喚起にもなるし、しかもそれに何らかの便宜を図るというような、推進する

策を考えるときに来ているんじゃないか。特に我々とか、我々より上の人はもっ

たいないという観念があるから、電気効率の悪いものを使っておるわけです。今

は本当によくなっていますからね。そういうふうに切りかえたら、切りかえるこ

とが大事なときに来ているということを経産省を中心に考えてほしい。これが２

番目です。 

３番目はですね。もちろん、当然考えていらっしゃる天然ガスもいいんですが、

やはり太陽電池とか燃料電池というのは、今研究過程の上にありますけれども、

これは日本が世界の先端を走っているわけですから、これに需要をつけることが

大事なんです。特に太陽電池の場合は、恐らくコストダウンしようと思うと２桁

ぐらい量が増えないとだめなんです。あそこから発する電気というのは、それほ

ど質の高い電気ではありませんし、貯蔵することが難しいから、バッテリーでも

貯蔵することが難しいんです。かつて、アラブなんかからグリーンハウス、暑い

砂漠のグリーンハウスというのは冷房にするんです。温室ではなくて冷室なんで

す。それを太陽電池でやりたい。僕はこの前ミッションで行ったとき、その話を

聞いたんですが、やはり向こうの求めている金額は10分の１ぐらいのコストで、

しかし量は、当時の太陽電池の生産量の100 倍ぐらい。日本でも昼間のそういう

電力とか、夜の照明なんかは質の高い電気は全然必要ないわけですから、こうい

う燃料電池や太陽電池なんかは、一回国策として量産をして安くして世界中にば

らまくという、こういうプロジェクトを考える必要があるんじゃないか。そこの

ところは、それは無理だと。特にシリコンが要りますので、シリコンを作るとき

にエネルギーが却ってかかるとか、シリコンは高いものだという先入観があるん
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ですが、シリコンという材質は山ほどあるし、類似のものもいっぱいあるわけで

すから、そういう３年ぐらいの大プロジェクトで、そういうところを切りかえて

いく。代替エネルギーを考えようとすると、原子力発電だけに頼っていたら、も

う大変な目に遭うという気がしますし、日本人の持っているアレルギーというの

は、これは先進国の中では際立って高いわけですから、これは非常に困難なチャ

レンジだという気がするので，そういう点についての御見解をお願いしたいと思

います。 

（竹中議員） 平沼大臣よろしいでしょうか。 

（平沼議員） 塩川大臣からのことは、我々そのようにしっかりと検討させていただ

きたいと思います。本間先生から具体的な税率というようなことのお話がござい

ました。この具体的な税率というのは、現在鋭意調整中でございまして、御理解

をいただけるように引き続き関係方面と調整を行っていきたいと思っています。 

税制の見直しを行う際には、極力エネルギー需要者全体での負担増にならない

ように、産業の国際競争力に私どもは十分配慮しなければいかんと思っておりま

して、これは今、鋭意調整をさせていただいております。 

それから、特定財源というような点でお話がありましたけれども、余りそこの

ところを受益者負担ということ、それは理解はできますけれども、エネルギー政

策というのは、長期的な視点に立って、そして国際エネルギー市場を見据えまし

たセキュリティ対策、こういうようなことがありまして、やはり私どもとしては、

この特別会計というのは、長期的な視野に立ってやっていかなければならないし、

今後ともしっかりとした財源の裏打ちがなければならない。そういうふうに思っ

ておりますので、お考えというのは、それは 終的には消費者にいくということ

は理解できますけれども、しかし、この特別会計ということを考えたときに、や

はり、そういうエネルギーというのは特殊なものでございますので、そこのとこ

ろはしっかり担保しながらやっていかなければならないということで、私どもは

考えていきたい。本間先生のお話はよく留意をしながらやらせていただきたいな

と思っております。 

片山大臣から剰余金のことがありました。この剰余金というのは、やはりエネ

ルギーというのは安全で、万が一というようなときがありましても、そういうも

のに対して、積んでいるお金で、これは一旦関係があったときにはという側面も

あります。だから、そこのところの剰余金の使い方というのは、やはりしっかり

と国民の理解を得られるようにしないといけませんけれども、そういった側面も

あるということは、ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

それから、地方の交付税に対しては、核燃税というのを誘発して、これは使い

勝手が悪いんじゃないかという御指摘でありますけれども、交付税に関しては、

各地方は、このことを非常に重要視して絶対やってくれなければいかんという要

求も強いんです。ただ、使い勝手が悪い面があるという御指摘はそのとおりだと

思いますから、そういった面は工夫をして、そしてそれがいわゆる核燃税に誘発

されないような形で努力をしていかなければならないと思っております。 
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それから、今第１ステップという形で鈴木大臣からも御説明がありましたけれ

ども、やはり、この大綱の中に第１ステップ、第２ステップというようなことが

ありますので、第１ステップのところは、私どもはそういう形で、それに従って、

そこのところはしっかりとエネルギーの、いわゆる地球温暖化対策という形で共

管をしてやってまいります。 

その第２ステップに入ったときには、御指摘の点もいろいろあると思いますか

ら、そのときは整合性を持って、私どもは考えていかなければいかんと思ってい

ますが、今、一番そういう大事なときでございますので、そういう点についても

いろいろ話し合いをしましたけれども、第１ステップはこういう形でやろうとい

うことで、共管としての合意ができましたので、そこはよく御指摘の点は踏まえ

て、私どもはやっていかなければならない。こういうふうに思っております。 

それから、牛尾議員から原子力について。これは今後大体11基ないし、13基を

つくるという計画で我々やっています。130 万キロワットの原子力発電所１基を

建てることによって、二酸化炭素の排出量は0.7 ％削減できるという形で、これ

がスムースに進むと非常に楽なんですけれども、しかし、残念なことに御指摘の

とおり、今特に電力会社のああいう事故、そういうものが起こりまして、非常に

厳しい局面になっているということは事実です。しかし、国の基本的なエネルギ

ー政策ですから、このことはとにかく、基本政策としていかに理解を得られるか

ということで努力をしておるところでありまして、確かに御指摘の難しい、日本

は特殊だ、原子爆弾を２発も落とされて、そういう状況ですから、私どもはその

観点の中で、天然ガスに比重を移していくというのも、その一つの流れでござい

ますし、それからまた、いわゆる燃料電池でありますとか、太陽光発電、これは

今、資源エネルギーとして一生懸命努力をしておりますけれども、一次エネルギ

ーのまだ１％なんです。随分予算も倍増、倍増とやってきておりますけれども、

これも2010年にはようやく３％になるかと。こういうことでございまして、これ

は仰るように、とにかくそれを伸ばす努力というのは、今後していかなければい

かんと思っています。ですから、そんな３％という形じゃなくて、例えば、これ

を一挙に７％、10％になるような、そういう努力をしろ。こういうことで私とし

ては督励をしておりますので、そういう形でやらなきゃいかんと思います。 

それから15年前のそういう家電製品等々は電力を食う。これを新しく省エネタ

イプに切りかえていくということは、全体で見れば相当省エネにつながっていく。

こういう観点を私どもは理解しておりますので、またそういう観点も盛り込んで

いかなければならない。こんなふうに思っているところでございまして、今回い

ろいろ問題点はあると思いますけれども、私どもといたしましては、やはり今ま

での障壁を越えて、そして環境省と共管で、こういうことで第一歩を踏み出した。

こういうことは皆様御評価いただいておりますから、御指摘はいろいろありまし

たけれども、そういう点を踏まえて、しっかりとやらせていただきたい。そうい

うふうに思っているところでございます。 

（片山議員） ちょっとよろしいですか。 
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（竹中議員） どうぞ。 

（片山議員） 私は、この２つの特別会計の使途ややり方を相当見直さないと構造的

にオーバーフローすると思います。今、2,000億円ぐらい剰余金が発生している。

だんだん溜まっていく。将来のことを考えれば必要だということはわからないで

もないですが、やはり、これはどこまでを特定財源にし、あとは一般財源化する

ということは考え直してみる必要があるのではないかと思います。今度環境にも

使うということなのですけれどもね。それが一つ。 

それからもう一つは、交付金が地方で使いにくいというのは、いろいろ国から

注文がつくからです。ある一定の客観的基準で交付することとしたらいいのです。

そうすれば使いやすいのですから。自由に使えるのです。そこまで踏み込んだ方

が交付金が活きるのではないでしょうか。それが法定外税を逆に抑えることにな

ると思うので、一定の客観基準で交付して自由に使えと。 

（平沼議員） わかりました。今のは非常に重要な御指摘だと思います。 

（石税制調査会会長 入室） 

（竹中議員） 鈴木大臣どうぞ。 

（鈴木臨時議員） まとめてお答えさせていただきますが、環境省は先ほど申し上げ

ましたとおり、温暖化対策はステップ・バイ・ステップでやっていくということ

であります。第１ステップは特別会計のグリーン化ということで、まさに平沼大

臣の方から御提言があったのは、そこに位置付けられると思っております。 

片山大臣からお話がございました2005年以降のいわゆる温暖化税のときに調整

をどうするかということでありますが、平沼大臣との話し合いの中で、今回行わ

れますエネルギー特会の見直し、これも2005年のときには含めて、あらゆる関連

施策を点検して見直していくということで合意しております。それから、地方の

努力が大変ある。それから、民生部門が遅れているということでありますが、片

山大臣の地方の配分の見直しということはともかくとして、今回、私どもで共管

をさせていただきました部分について、まだどういうことに使うかということは

はっきり出ておりませんけれども、しかし、これは御指摘のような遅れている民

生部門でありますとか、それから、地方における省エネ、代エネの普及啓発とか、

そういった今御指摘の重要な分野に使わせていただきたい。そういうふうに考え

ております。 

それから、原子力発電所がなかなかこういうような事情で難しいのではないか。

それにかわる対策を早くとるべきではないかというお話でございますが、大綱の

我々の６％削減の前提になっておりますのは、エネルギー需給長期計画をお立て

になっております。それをもとにして立てておりますので、そこに変更があれば、

当然またこちらの温暖化対策推進大綱の取り組みを変化せざるを得ないというこ

とであろうかと思います。 

（片山議員） そういう本格的な地球温暖化税制というか、環境税制をつくるときに

は、やはり地方にもしっかり財源を与える仕組みを、譲与税でもいいのですが、

お考えいただきたいと思っております。昔は電気・ガス税と地方税でもいろいろ
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なエネルギー関係税があったのです。消費税のときにみんな廃止しましたからね。

そういうことも含めて御検討していただければよろしいですし、我々もまた、そ

のときにはいろいろと議論させていただきたいと思っています。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今回このような形で共管というアイディアが出されたわけですけれど

も、この問題は実は道路関連緒税においても共通の構図を持っておりまして、今、

後者の方は使途の拡大という形でこれをブレイクスルーしようとしている。そし

て、前者の方は環境対応への支出という形で使うということでやっているわけで

す。小泉政権全体として特別会計の問題について、全体を、整合的にやっていく

ということを進めてまいりませんと、ダブルスタンダードでやっているという御

批判が出てくるというのは、これは当然の成り行きだと思いますので、今後全体

の中で御議論をいただきたいという具合に思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。簡単に取りまとめさせていただきますと、

８月の大臣イニシアチヴで、この特別会計を環境省と共管にするという点が第１

点。 

それと石油税を見直して、石炭にまで課税対象を広げるという、この２点が非

常に新しい試みとして平山大臣から提案されまして、それが今日、こういう形で

平沼、鈴木両大臣の共同の提出のペーパーが出てくるということで、その方向に

ついては高く評価するということであろうかと思います。その上で、幾つか問題

点として指摘されましたのは、この具体的な税率等々の問題、効果の問題につい

ては、この15年度予算の芽出しの中でしっかりと詰めていただきたい。これが基

本であったかと思います。 

加えて特定財源の問題をどのように考えるのか。剰余金等との問題を含めて、

しっかりともう一段抜本的に見直しをする時期なのではないのかという指摘。さ

らには、本格的な環境税へのつなぎといいますか、第１段階、第２段階の持って

いき方については、よりしっかり本質的な議論が必要ではないのかということ。

それとさらには、国と地方の関係、これはそもそも特定財源をどのように考える

かということ。国と地方の関係をどのように考えるかという、やはり抜本的な問

題を避けて通ることなく検討していかなければいけないということであろうかと

思います。 

国と地方に関しましては、次回の諮問会議で、これは正面から御議論いただき

ますので、その中でもまた御議論いただきたいと思います。それとエネルギー政

策に関連する問題として、省エネシステムへの社会全体としての切りかえ促進、

これは省エネ機器の導入であるとか、太陽電池でありますとか、そういうことに

ついては、今回の問題と直接は関係するかどうかはともかくとして、御検討をい

ただきたいということであったかと思います。予算の具体化の中でも、また御議

論をいただきたいと思います。総理お願いします。 

（小泉議長） 環境と経済開発、これを両立させるというのは、ヨハネスブルクサミ

ットでも発言して、日本としても、国際社会の中でも指導的役割を果たさなきゃ
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ならない大事なことだと思っています。今、議員がそれぞれ発言したようなもの

も含めて、環境省と経済産業省と中心になって、各省が協力してやらなければな

らないと思います。一歩大きな前進をしてくれてよかったと思います。 

（竹中議員） それでは、鈴木大臣、どうもありがとうございました。 

（鈴木環境大臣 退室） 

○税制調査会･財政制度審議会報告及びマクロ経済情勢について

（竹中議員） それでは引き続きまして、税制調査会財政制度等審議会報告の審議に

入りたいと思います。石会長お待たせいたしました。審議状況についてのご説明

をお願いいたします。 

（石税制調査会会長） 私が用意してまいりました「平成15年度税制改革の基本的考

え方」、特に１枚目を使いまして、以下説明をさせていただきます。 

今日の午後２時から４時まで税調の総会がありまして、来年の税制改革に対す

る指針をまとめました。概ね意見が出尽くしましたので、私の方で一任を取りつ

けまして、来週の19日に総理に提出できるようなところにまでこぎつけました。 

そこで顧みますと、今年の１月総理から予断なく、予見なく、聖域なく議論し

てくれという御指示をいただきまして、この11か月ぐらい総理の強いリーダーシ

ップのもとで、我々あるべき税制というものについて議論を重ねてまいりました。

途中で短期的な活性化、あるいは景気対策といった要素も入ってきましたが、あ

くまで10年、15年先を見たあるべき姿という中から、現在、どう対応するかとい

うことで、幾つかメニューを作ってまいりました。それが来年度税制改革という

具体的なメニューとして、この１ページ目に入っているわけであります。 

ここで例年ですと、税調というのはいろんな多種多様なメンバーが入っており

ますから意見が対立します。そこで両論併記という形で切り抜けてきたんですが、

今回も、この間の６月のときも極力それは避けて一本化いたしまして、主な意見

でないということではないんですが、本文に載せられなかったものを答申に載せ

られなかった異種な意見という形で、appendix（附則）にするという形でまとめ

てまいりまして、このappendixも本文と一緒にお渡ししたいと思っております。 

来年度の税改正に関しては、今申し上げます８ぐらいの項目の組み合わせとい

う形になると思いますが、税調としては、やはり答申に盛り込まれました増税、

減税の組み合わせを一体化として実現していただくような形で、当初から法律の

中で盛り込んでいただきたいということだけ、 初に強く申し上げておきたいと

思います。 

そこで、私より出しました紙の一番上に８つ黒い丸がついておりますが、これ

が来年度税制改正に対して、どういう項目で増税、どういう項目で減税という格

好になるかというのを示したわけでありますが、来年から即全てやれということ

を言っているわけではございません。多年度税収中立ということは、総理がこの

間の施政方針演説で述べられておりますように、多年度、５年なり６年の間で、

先行減税になりますが、当然減税が先に出ます。その後に増税という形での組み
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合わせができてくると思いますが、その具体的な候補と言いますか、対象になる

ような税目がこういう形であるということを、あるべき税の姿から我々としては

議論し、ここにまとめたわけであります。そういう意味では、この１ページ目に

書いてございます８つの黒丸で書いてあるのが、言うならば、我々の来年度の向

けての総論という形になろうかと思います。 

そこで、まず個人所得課税でございますが、これは住民税も含めますが、やは

り課税ベースが狭いという欠陥、それから空洞化という現象がここで起こってい

る。そういう意味も含めて、やはり所得控除の見直しというのは今後避けられな

いだろう。その第１として配偶者特別控除、特定扶養控除等の廃止を含めて、言

うなれば人的控除の簡素化、集約化を進めていくというのが必要だろうと考えて

おりまして、これは当然のこと増税の要因になります。ただ、来年すぐというわ

けには、今の景気情勢等々からできないと思いますけれども、これなくして、所

得税の機能回復は難しいだろうと考えています。 

法人税、いくつか議論がございましたが、我々としては研究開発税制、整備投

資税制、これを集中的、重点的に講ずるべきである。これも我が国企業の競争力

強化という視点でやるべきであるという視点を打ち出しておりまして、これは減

税の対象になります。 

消費税、これもいろいろ議論をいたしました。特に、申し遅れましたが、今回

12か所で対話集会を開きまして、そこで幾つかの意見を汲み上げましたが必ず出

てくるのが、この消費税の益税的な要素なんです。我々考えておりますのは、例

の事業者免税点3,000万円というのを幾らに下げるか、これから御議論をいただく

わけですが、大幅という意味は、1,000万円か、1,500万ぐらいに下げてもいいで

はないか。 

それから、簡易課税制度、これも原則廃止する方向でいいではないか。つまり、

十何年か消費税を導入してから経ちますので、制度も慣れてきたと考えています。

これは当然のことプラス、つまり増税の要因になります。 

それから、我々として一番、今回の税制改革の目玉にしたいと思っております

のは、相続税、贈与税の一体化、それを含めて生前贈与という形で、高齢者の保

有する資産を若い世代に移すという仕組みを税制上考えたいという形で考えてい

ます。と同時に本体の相続税、これの 高税率を引き下げて課税 低限を少し広

げたいと考えておりまして、本体の方の相続税については、増減税でどれだけ減

になるかわかりませんが、相続税、贈与税の一体化という形でも、これは増減税

ははっきりいたしませんが、ただ新しくつくります生前贈与の仕組みではかなり

大幅に基礎控除を引き上げる予定でございますから、基本的には今の110万を上回

る形での数千万円の基礎控除ができますので、これを利用すれば、控除が減税に

なると思います。言うなれば、かすかなということ、小規模な減税になると思い

ます。 

法人事業税、これは詳しく申し上げません。これは外形課税を入れる。これは

税収中立でやりますから、これは税収面には跳ね返らないと思います。 
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固定資産税、これも例年の地価下落というものがあるのに税負担がなぜ上がる

がという議論が随分いろいろなところから出ておりますが、これも長年やってお

ります負担水準の均衡化、適正化という形でやりますので、これはその程度にも

よりますが、若干の増税要因になるかもしれません。 

土地税制、これは土地の取引において、流通的な登録免許税であるとか、不動

産取得税、これが阻害しているという声をかなり聞きます。そういう意味で軽減

を図る。これは明らかに減税要因であります。 

それから、金融・証券、この税制で将来的には金融所得の一元化とか、そうい

うことを考えておりますが、当面、配当課税を一元化するかとか、いろいろ考え

ておりまして、これは結果的に見ると恐らく減税になると思っています。 

２ページ目の冒頭に書いてございます三位一体で地方税に税源を移譲するとい

うことは、今後我が調査会でもやっていきたいと考えておりますので、これは引

き続きいろんな形で資料をいただけたらと考えています。 

あとはいろんな概略的なことが書いてございますし、それから細かい審議状況

については、別紙でまとめてございます。時間もございませんから飛ばしますが、

その審議状況の中に連結付加税のあり方とか、あるいは金融機関の不良債権処理、

それに対して税がどう対応するかということも書いてございますように、本文で

もそれなりの取り組みはするつもりでおります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、次に塩川大臣から財政制度と審

議会の審議状況について御説明をお願いいたします。 

（塩川議員） 財政制度等審議会が本日も総会がもたれまして、大体中間報告でござ

いますけれども、15年度予算編成に向けての主要項目等を取りまとめていただき

ました。大体中間報告と言うけれども、 終的には両論併記になっておるものを、

これを結論して出していただくということになってまいりますが、ほぼ中間で出

そろったと思っております。 

内容を申し上げますと、この目玉としては改革断行の予算で継続して行うとい

うことでございまして、現下の経済情勢は厳しいけれども、財政政策の秩序とい

うものをきちっと守っていくということでございます。それと財政の役割という

ものをきちっと予算上に示すべきである。 

それから歳出の質の改善と予算の重点化・効率化ということでございますが、

特に財政審で問題になって議論が出ておりますのは、効率化というか、従来から

の算定基準等についても十分に見直していくという御趣旨がございました。 

それから各論のことでございますけれども、国と地方とのあり方につきまして

は、先ほど石先生の中にはございましたが、三位一体の理論、このことについて

の見直しを是非やっていくべきであるということでございますのと、それから、

地方の自立のための改革に向けた自助努力と自己責任による行政運営、この効果

を明確に打ち出してもらうことの要請であります。 

それから、社会保障につきましては、これは将来の問題でございますが、年金
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の問題、それから雇用保険、医療保険、介護保険等につきましていろいろござい

ますけれども、要するに、小さい政府か大きい政府かという議論は、将来の問題

として、なお継続するとしても、一応は現在の15年度予算編成については、極力

財政の緊迫した状況を反映して、これに取り組んでいくべきであるという御趣旨

でございました。 

公共事業につきましては、長期計画は「緊急措置法」等は廃止すべきというこ

とでございまして、「事業量」から「成果」への重点を置いた見直しを行うべき

であるということ。 

それから、本四連絡橋公団の債務につきましては、国民負担を膨らますことを

避けるためにできるだけ早い時期に税金の投入が必要ではないかという御趣旨が

ございました。 

それから、道路特定財源は将来的に一般財源化、当面は特定財源として、納税

者の理解を得る範囲内で使途について柔軟に対応すべきであるが、将来は特定財

源を一般財源化するように方向づけていけということでございました。 

総合的なコスト削減、それからＰＦＩの活用ということを非常に大きく打ち出

しておられます。それから、事業評価の有効活用ということでございます。特に

ＰＦＩにつきましては、審議会の今井会長でございますが、やり方等について地

方と国と違うのを、もう一度いろんな点から検討してみたらどうだろうという御

指示がありました。 

それから、文教・科学技術関係でございますけれども、義務教育国庫負担のあ

り方については、今関係省庁が話し合いをしておりますけれども、何としても改

善の芽出しだけはしろということでございました。 

それから，科学技術の予算でございますが、「重点４分野」への絞り込みをし

たのであるから、既存のプロジェクトの徹底的な見直しをすると同時に、新しい

分野を是非15年度予算においては力強く発揮すべきであるということでございま

した。 

防衛計画につきましては、大体物価の動向等を見て効率的に見直していくべき

であるということ。 

ＯＤＡにつきましては、事業の無駄な排除、透明性の向上等をしっかりとやっ

てもらいたいということでございまして、質の向上によって、少ない予算で大き

い国際貢献を発揮するようにしてもらいたい。 

農業でございますが、米の生産調整にかかる国の関与の縮減、食糧管理特別会

計の見直し、健全化というのは見直しということで、併せてやっていけというこ

とでございまして、それと古い制度として残っておる、現在も存在しておる農業

委員会、協同農業普及事業等の必置規制の問題について見直していくということ

と、それと同時に、これに対する交付金の削減等について考えるべきであるとい

うことでございます。 

エネルギー対策につきましては、先ほど平沼大臣のおっしゃったような趣旨の

ことが書かれてあります。 
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それから、中小企業対策についてでありますけれども、これはやる気と能力の

ある中小企業を助けていくということに重点を置くべきであって、産業として中

小企業の育成するという観点からの対策を十分に考慮すべきであるということを

おっしゃっていました。 

それから、司法制度については、修習生の手当というもの、これは原因者負担

にしたらどうだということでございまして、要するに、給費制を廃止して、貸与

制にしたらどうだという提案がございました。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。少し議論が広がり過ぎるかもしれないので

すが…。 

（塩川議員） それから、もう一つございました。公会計についてです。この公会計

の意向というものは非常に難しいんです。会計学者の方とのすり合わせが難航し

ていることは事実なんですが、極力詰めてやっておるんですけれども、なかなか

結論を得るまでには若干時間がかかります。そこで公会計についての具体的な取

り組みは、国の貸借対照表、バランスシートを作るということ。それから、特別

会計の新たな財務書類の作成のあり方、それから特殊法人の行政コストの計算の

作成の仕方、独立行政法人の会計基準の見直し、こういうことを重点にして、こ

のことを見て将来の方向を決めていきたいということでございますが、具体的な

取り組みとしては、これでまでの取り組みに加えまして、予算、決算の情報のデ

ィスクロージャーを総合的に行うことを目的として、財政制度等審議会において、

公会計の基本的な考えについて専門的な検討を、なお強くお願いして促進しても

らいたいということをお願いするということでございました。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、議論がちょっと広がるんですが、

時間の関係が今日はありますので、民間議員からの御説明を先にしていただいて

議論をしたいと思います。 

（吉川議員） それでは、私から御説明いたします。４人連名になっております「日

本経済の現状と政策対応のあり方」という紙をごらんいただきたい。私どもは財

政の問題は歳出も税も、日本経済との見合いで考えなければいけない、これは当

たり前のことですが、そのように考えております。 

そこでまず第１、日本経済の現況でありますが、日本経済の現状を見ると、実

質ＧＤＰは今年の初めから穏やかながら回復基調にあります。これは我々がほぼ

想定しているとおりなのでありますが、デフレは依然として止まらず、名目成長

率の方が実質成長率を下回る状態が続いております。デフレについては、個人の

感覚で言うと価格が安くなっていいというようなことも時々言われるわけであり

ますが、債務者にとっては大変な問題であり、不良債権の問題、あるいは政府に

とっても、税収という点で大変大きな問題を引き落とすということは御承知のと

おりです。「よいデフレ」というのはございません。デフレはマクロ経済にとっ

て大問題であります。 
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数日前に発表されました７－９月期のＧＤＰの速報においても、在庫投資の寄

与というのが非常に高くて、民間設備投資を初めとする国内 終需要の回復力は

弱い。在庫投資というのはある意味では、将来の先食いのようなところがありま

すから、これは４－６月でも同じですが、言ってみれば竹馬に乗っているような

ところがある。 終的には消費とか、投資がどんどん伸びて引っ張っていってく

れないと困るということですが、そうした状況には現在ない。こうした状況に加

えて、当面、以下に述べるような景気の下押し圧力が予想されております。 

３つありますが、１つは米国やＥＵを初めとする世界的な株価下落、景気減速、

こうしたものを反映して外需がマイナスに転じる。これは日本経済にとっては、

当然マイナスの影響であります。７－９月のＧＤＰの速報にも、この点は表れて

おります。 

２番目の社会保障制度の改革。これは長期的には当然避けて通れない課題であ

りますが、今年度から来年度にかけて、社会保障負担の増加、給付の抑制という

のが約2.5兆円ございます。この点は将来像ということからすると避けて通れない

面はありますが、しかし、これが厳然としてマイナスの圧力になることは否定す

べくもない。 

３番目に、これは言うまでもないですが、不良債権処理の加速ということを政

府として決定されたわけです。この点については、我々は正しい方向であると考

えているわけですが、しかしながら、これも短期的には足元では景気の下押し要

因になる可能性があるわけであります。 

以上述べました３つのマイナスの影響というものを足し算しますと、ＧＤＰで

１％くらい、５兆円くらいのマイナスの影響を与えると考えております。これは

３枚目に図１という棒グラフのようなわかりやすい図が書いてあるわけでありま

すが、左側がマイナス要因で３つほど挙げました。ちょうど日本のＧＤＰが500兆

円ですが、その１％強ぐらいの下押し要因がある。このことはきちっと頭に入れ

ていなければいけない。我々が考えていますのは、このマイナスの下押し要因を

政策でこの際押し戻したい、こういうことであります。また、そうした必要があ

る。 

こうしたＧＤＰ１％強のマイナス要因を克服して、来年度のマイナス成長を避

けて、中期的に民間需要主導の持続的な成長につなげていく必要がある。そのた

めには、21世紀の日本の経済社会のあるべき姿を明確にした上で、真に必要な分

野に資源を集中すべく、さらに構造改革を押し進める必要がある。 

具体的には、15年度予算編成において一層の歳出改革を進めるなど、改革を加

速すると同時に、名目ＧＤＰの１％程度の需要創出効果を持つ措置が必要である。

これが同じ３枚目の図１に書いてあります。 

そもそも我々は民間需要主導の持続的な経済成長につなげたいということを繰

り返し述べているわけですが、これは我々の考えでは、持続的な経済成長という

のは、結局のところはイノベーション、技術と新しい需要との好循環で生まれる

ものだ。こう考えておりますので、政府の政策対応もこうした基本軸は外さない
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ようにして、その上で今申し上げたような対策を考えていただきたい。 

そこで２枚目ですが、具体的にはデフレを抑制するための「デフレ抑制予算」

というものを考える。３つあります。「税制改革」、「歳出面の対応」、それか

ら「15年度予算編成における改革」。 

まず、「税制改革」でありますが、15年度の税制改革においても大胆かつ柔軟

な対応に踏み切る必要がある。 

先行減税は１兆円超のできる限りの規模。我々は目途として2.5 兆円超必要と

繰り返し述べてきましたが、こうした規模の先行減税をする必要がある。その際、

多年度税収中立の考え方は重要ではあるが、柔軟な発想が必要なのではないか。

すなわち、15年度税制改革においては、法人の税負担の軽減を通じた企業活動の

活発化、土地、証券等資産取引の活発化等のために思い切った措置をとるととも

に、それに対応する増収措置については、来年度に引き続き行う抜本的な税制改

革の議論の中で、あらゆる可能性を含めて改めて検討し、決定すべきである。こ

のように提案しております。 

２番目の「歳出面の対応」でありますが、これは総合対応策というものを踏ま

えつつ、相当規模の補正予算、具体的には税収不足への対応を除いて、ＧＤＰ比

0.5 ％程度の補正予算というものを編成する必要がある。その内容としては、雇

用、中小企業に対するセーフティネットの充実が必要である。それと同時に、新

規に需要を生み出すような思い切った措置が必要であるから、具体的には規制改

革、特区の推進、こうしたものと連携しつつ、都市再生や科学技術などの分野を

中心に追加措置を講じるとともに、住宅投資などの民間需要を拡大する措置をあ

わせて検討する必要がある。 

これには将来の経済社会を見据える必要がある。これも我々繰り返し述べてい

ることですが、総論的なこと、看板については皆が同意するわけですが、本当に

中身が良くなるだろうか。これはよくわかりません。しかし、中身が良くなけれ

ば、我々が今さんざん苦しんでいる不良債権にすぐなるわけです。国がやるもの、

地方がやるものでも、どんな看板を掲げても、中身が悪ければ数年経てば不良債

権になる。そうしたことをやってもらいたいというふうに、もちろん我々は考え

ていないので、是非とも将来の日本の経済社会を見据えて、中身を吟味していた

だきたい。必要に応じて、この諮問会議でも補正予算の中身について検討させて

いただくようなことがあればと我々は考えております。 

それから、３番目が「15年度予算編成における改革」、15年度予算編成におい

て思い切った中身の見直しを行う。重点４分野を中心に雇用創出効果が高くて、

民間投資を誘発する効果、これはクラウド・インということですが、そうした分

野へのシフトを強力に進める。特に、府省、部局の壁を越えて横断的に効率的な

予算編成を実現するために、各府省の予算を相対評価する「マトリックス予算」、

こうした手法を十分に活用する。マトリックスは碁盤の目のようなものですが、

横軸と縦軸で、分野が仮に縦、府省が横、そうしたマトリックス予算というもの

も考えて、とにかく効率化を図る、中身の見直しを行うということが必要だと思
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います。 

後はこれに加えて「規制改革、特区の推進」を行う。 

もう一度３枚目の図を見ていただきますと、繰り返しになりますが、現在、日

本経済は実体面では穏やかな回復基調にありますが、デフレが止まらない。そう

した中で現状は左側、この３つの要因でＧＤＰ比マイナス１％ぐらいのマイナス

圧力がある。このマイナス圧力を跳ね返して、右の政策対応を行うことによって、

１％の下押しを跳ね返して、来年度のマイナス成長を避けて、民需主導の持続的

な経済成長につなげてもらいたい。そうした中で不良債権処理も是非進めていた

だきたい。こういうことであります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、どうぞ自由に御議論をいただき

たいと思います。速水総裁。 

（速水議員） マクロ経済の面にもう入っていると思いますので、マクロ経済情勢、

金融面、金融政策運営について短くお話をさせていただきたいと思います。 

マクロ経済ですが、景気の方は全体として下げ止まっておるわけで、なお、回

復へのはっきりした動きは見られていないと思います。７－９月期の実質ＧＤＰ

は比較的高めの伸びとなりましたけれども、これは在庫の動きが寄与したと思っ

ております。むしろ、輸出の増加に息切れ感が出始めている点に、現局面の脆弱

性が表れているように思います。景気の先行きをめぐる不確実性が強まってきて

いるということです。米国では今お話もありましたように、国際政治情勢をめぐ

る動きが経済活動に与える影響も懸念されておりますし、不透明感が一段と強ま

っていると思います。 

国内では不良債権処理の加速策が企業金融面や実体経済にどのような影響を与

えていくのか、今後注視していく必要があると思います。マクロ的な信用収縮が

生じるかどうか、これは重要なポイントだと思います。 

それから、金融面、金融政策運営で申し上げたいことをかいつまんで申し上げ

ます。１つ目は、日銀は思い切った金融緩和を継続してまいります。２つ目は、

短期市場では10月中旬に不安定な動きが見られましたけれども、10月30日の私ど

もの追加緩和措置を経て、現在はかなり落ち着きを取り戻してきました。 

３つ目、しかし株価はやはりバブル崩壊後の 安値水準まで昨日動いていった

わけで、経済の先行きに対する不透明感の強まりということが背景にあると思い

ますので、日銀としましては、金融市場の円滑な機能の維持と安定性の確保に万

全を期すことによって、金融面から景気回復を支援していきたいと思っておりま

す。 

なお、マクロ経済政策という観点から、税制の見直し、そしてまた適切な財政

運営についても重要な役割を果たすことを申し上げたいと思います。税収が減少

傾向にある中で、財政政策が景気の自動安定化機能を発揮する形で運営されてい

るかどうかは、今後の景気動向を左右するポイントだと思っております。 

そのほかにも、企業金融の円滑を確保していくということについて、私どもで

検討を始めております。日銀として企業金融の円滑確保のために一段の工夫を講
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じる余地がないか検討しておりますが、今、現時点では具体的内容について、ま

だ申し上げる状況ではないと言わざるを得ないと思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） 石会長。 

（石税制調査会会長） 速水総裁が 後に税制の方について述べられましたが、諮問

会議と税調の間で、どのぐらい温度差があるのかということをちょっと確認して

おきたいと思いますが、多年度税収中立という考え方を両方使っていますね。そ

れでただ、我々はスタートのラインから法的な措置も含め一体化が良いというこ

とを主張しておりますが、諮問会議の特に民間４議員の方々のペーパーで、吉川

さんが御説明していただいた２枚目のところですが、当面は思い切って減税せい

と。これはいいんです。その後の処理の仕方が、しばらく見てからというような

御趣旨と思いますが、その裏にある理由は、恐らく減税はあるけれども、将来的

な増税を組み入れると減税の効果は少ないだろうという御配慮なのか、それとも

多年度税収中立ということを言っておけば、後の処理で間に合うからいいじゃな

いかというようなお考えなのか、我々はいろんな議論をしておりますが、 近財

政のサステナビリティ、持続可能性の心配ということを一般の国民の方々も随分

感じているということを対話集会等々で思っているんです。したがって、減税し

ても単に赤字が増えっぱなしで将来何の手当もないということは、一体、将来ど

うなるかという不安を招く。したがって、10年とか、15年先とは言いますが、国

民負担増はやむを得ないと覚悟する。国民の税負担も増えてきているわけですね。

そのときに老後をしっかり保障してくれとか、あるいは、老後の世界が国の財政

がどうなっちゃうのかということも、はっきり、しかるべき青写真を示してくれ

という言い方で、国民の負担増もやむを得ないと覚悟を決めているわけでありま

して、そういう意味で、我々はサステナビリティの視点から、減税するならちゃ

んと財源も手当してという趣旨で言っておりますが、その点のニュアンスがどの

ぐらい我々と違っているのかというのを、ちょっと吉川さんの方から御説明いた

だけると。 

（竹中議員） どうぞ。 

（吉川議員） 我々がここに書いていることの趣旨は、財政規律が大切だという点で

は、その思いは同じなわけです。だだ、多年度中立といったときに、数字的に本

当にぴったり合う必要が今の時点であるのか。また逆に、数字的にぴったり合わ

せると、現在の時点で本当に将来の増税という場合に、そのあるべき姿のものが、

すべて現在議論できるのかどうか、そこら辺のことも我々は考えているというこ

とです。財政規律が大切だという点は変わらないわけです。 

（石税制調査会会長） 技術的の数字をぴたり今から予測は不可能なんだから、合わ

せるようなぴしっとした仕組みは難しかろうというのが一番大きな理由ですね。 

（吉川議員） そういう必要が本来的にもあるのかということですね。 

（石税制調査会会長） そうですか。 

（竹中議員） それでは塩川大臣。 
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（塩川議員） このペーパーをいただきまして、日本経済の近況と政策対応のあり方

というのは、中の個々の議論は、私も控えさせてもらいたいと思っておりますけ

れども、ちょっと感想だけ申し上げさせてもらうと、１つはデフレ、デフレと言

っていますが、本当に先生、どういうふうにしたらデフレは克服するのかという、

その手法をしなければ、デフレということと、一般の国民のところが不景気だと

いうことと全然違うニュアンスでとっていますので、私は本当にデフレを克服で

きるのか。こんなもの10年、20年かかるんじゃなかろうかと思いますし、それを

デフレ克服ということをだんだん言っていますから、国民はいつでもうそやない

かということを言っている。景気をよくしようと言ってもらった方が、私はわか

りやすいと思うんです。そこを会議等で一回議論してもらいたいと思うんです。

でないと一般の人はわからない。学者はデフレということは、ぴしっと物価の問

題が主体であるとかとわかっていますけれども、国民の方は全然わからない。本

当にデフレは、５年経ったら、３年経ったら解消しますかと言ったら、自信ない

と言う。それは世界的なデフレですからね。それよりも儲かるような社会に早く

しよう。元気のある社会にしようと。これは私はわかると思うので、そこらのこ

とを政府は考えなきゃいかんのじゃないか。これが１点です。 

それから先生、えらい差し出がましいことを言って恐縮ですけれども、これを

今出してもらったら困ると思うんです。と言いますのは、この考え方は先生が仰

るのはわかるんですが、これは来年の１月でも景気対策によって予算をこうする

という、15か月予算としてやるという考え方もありますが、そういうときにボー

ンと出してもらっていいけど、これからとりあえず、補正予算のつじつまだけ合

わそうというときに、こういうことを出しましたら大きい期待だけかかってくる

んです。また、何かやってくれるだろうという期待がかかってきて、それはなん

やねん。中身を見たら「なんやこれ，いつも言うているやつやないか」というふ

うになってくると。そういうことになってくるんで、私は本予算を出すときに、

15か月予算で出すのなら、それでわからんと打ち出して、党がデフレ総合対策を

言ってきていますが、それを皆飲んでやるということを声明するとして、当面の

補正予算を目前に控えたところにおいては、こういう現在の経済情勢と、これに

対応する措置並びに不良資産に対する措置、それから税に対する措置というもの

は、総理の口から力強いコメントを出してもらって。政策の中身に触れたら、私

は非常に混乱してくるように思うんです。先生が仰ることはわかるんです。だか

ら、これは発表の時期が大事だと思うておるんです。 

それから、これを発表していただくについて、例えばですよ、後ろの方にあり

ますね。15年度に社会保障の負担増・給付減。これは国民の負担増ということは、

そうなんだけれども、そう言えば過去において、税の問題もいろいろあったけれ

ども、それは経済の環境の中でやっているんだということであって、今年だけは

この部分がえらい負担増で不景気に影響してくるんだと仰る。負担増の説明はわ

かりますけれども、もう少し考え方を、言葉を考えていただけないだろうかと、

余り学者の率直な意見で、私ども、これを受けたらちょっと困るなという感じな
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んです。 


以上です。 


（小泉議長） それに関してね。デフレ＝不況じゃないという理論があるんですね。

デフレ下の繁栄というのが結構あったんだというのがあるので、それをちょっと

わかりやすく説明していただければ。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） 塩川大臣、２番目の御指摘はですね。 

（塩川議員） えっ。 

（吉川議員） 総理とも関係しますが、２つデフレの問題の１番目話と、２番目の御

指摘については……。 

（塩川議員） 国民負担ですか。 

（吉川議員） タイミングを考えろということについては、これは政府としていろん

なお考えがあると思います。我々としては、ここで自由に議論をさせていただく。

それが民間議員の役割だということでさせていただいておる。 

デフレについて。デフレと実体経済ないし実質ＧＤＰという２つを区別する必

要がある。デフレというのは価格に関することですね。それから実体面というの

は物そのもの。ですから、リンゴで言えば、リンゴを何個つくっているか、その

ために何人の人が働いているか、こうしたものが経済の実体面。考えようによっ

ては、我々の豊かさというのは、完全に経済の実体面だけで決まる。価格の方は、

物の値段も倍になる、しかし、給与も倍になるというのであれば、数字が変わっ

ているだけで関係ないということも極端に言えばあるかもしれません。 

ですから、今総理が仰ったように、デフレ下での繁栄ということもひょっとし

たらあるかもしれない。これは論理的にはあるかもしれません。数字は下がって

いるんですが、物はたくさんつくって、人もたくさん働いている。きれいな家が

建って、豊かな食事をしている。しかし、数字だけはどんどん目減りしていると

いうことは論理的にはあると思います。しかしながら、これが実際にはどうかと

いうことになると、歴史を遡りますと、やはり経済が実体面で繁栄しているとい

うときには、普通はマイルドなインフレーションが並行してある。デフレのとき

には、どちらかというと実体面でも経済が収縮するような傾向があるというのが

歴史的事実だと思います。 

実際、そうなる理由は幾つかある。インフレとか、デフレというのは数字だけ

が変わるだけだから、何の影響もないじゃないか。これは実際にはそうならない

わけです。先ほどもお話ししましたように、デフレの状況ですと債務者の方が困

ります。債権者は得しているじゃないかということになるんですが、経済全体を

見ますと、債権者というのは普通の人といいますか、家計です。債務者というの

は、現在は国もそうですが、企業です。したがってデフレで困るのは企業です。

しかし、企業がやはり経済を回す乗り物なんですね。ですから、デフレにより企

業がへたっちゃうと回り回って家計、普通の人も困っちゃうわけです。具体的に

は職がなくなるということになっちゃうわけです。 
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ですから、やはり、我々は減税についても言っているわけですが、これは大変

雑駁な例で恐縮なんですが、例えで言えば、普通の人を人に例え、企業を砂漠の

中を行くラクダのように例えますと、普通の人がラクダに乗ってオアシスを求め

ていく。企業というラクダによって経済は動いているわけですから、持っている

水は限られており、乗っている人も飲まなくちゃいけないとはいえ、まずラクダ

に飲まさなくちゃいけない。ラクダがこけちゃったらオアシスまでは行き着けな

い。こういうことだと思うんです。ですから、やはり企業が元気でいてもらわな

いと経済はうまくいかない。そのためにはデフレをとめたい。こういう理屈だと

思います。 

（竹中議員） ちょっと時間が迫っておりますので、平沼大臣、片山大臣、牛尾議員、

本間議員の順番でお願いします。 

（平沼議員） この民間議員の方々から出していただいた対応のあり方、これは景気

下押し圧力が予想されるということで、３つ列記されていまして、私もそのとお

りだと思いますが、１つ、今の公的資本の形成というものを見ますと、これが大

体４兆円ぐらい減少するという実態を見ますと、これはＧＤＰ上相当大きな数値

になるんじゃないか。これは政府のそういう 終的な消費というのは幾らやって

も、ここはたかが知れていますから、ここは３ページの表に書いてありますけれ

ども、それと３つ書いてあるそのぐらいの規模の下げ要因になるんではないか。

このことをちょっと指摘させていただければと思っています。 

（片山議員） 多年度税収中立ということなのですが、減税はある程度タンミングよ

く、タイムリーな政策的な減税をすればいいと思います。増税は多年度税収中立

ということが前提で、あるべき税制に向けて増税するのです。例えば、税の空洞

化を止めるとか、男女共同参画を促進するとか、そういうような考えでいけばい

い。消費税で言うと益税を阻止するとか。これはみんな国民が納得できるところ

ですから。それでも減税と増税はぴったり数字は一致しません。状況が違うので

すから。ただ、おおよその感じでそういうふうにやっていくことは、国民の理解

を得られるのではないかと思います。減税は政策的に、増税はあるべき税制。 

それから、もう一つは、この時点になってきまして、国、地方をあわせて４兆

円近い税収の減が発生します。そうなると補正措置は不可欠です。いろいろなこ

とを考えるとこの臨時国会でやるわけにはいかないので、だから来年になる。い

ずれにせよ15か月予算なのです。補正でどのぐらい組み、本予算でどのぐらい組

むか、そこは政策的に判断すればいいと思います。国民には15か月で、これだけ

ありますと。こういう提示をすべきで、その中に需要のギャップを埋めるという

ことがあっても構わないし、しかも必要なものは前倒しすればいいのです。私は

いつもＩＴのことを言いますけれども、環境だって、校舎を耐震構造にするとか、

そういうことについて、政策期間も15か月と考えて、補正はどのぐらいにする、

本予算はどのぐらいにする、そういうことがあるべき方向だと思います。 

（平沼議員） 私も賛成ですね。 

（塩川議員） きょうは珍しいね。ぴったりや打ち合わせしたみたいだ。 
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（牛尾議員） 今、片山大臣も仰いましたけれども、基本的には総理が就任されてか

ら、構造改革を通じて経済を繁栄させるという持論は覆しちゃだめだと思うんで

す。それを立てながら、今、こういう緊急事態になって、４兆円か５兆円ぐらい

は足りないわけですから、そこのところをどう説明するかというのはものすごく

難しいんですね。このまますっと増やすと、こんなことを初めからやっておれば

同じじゃないかと言われるんですよ。僕はやはり15年度予算はきちんと小さな政

府を目指して、中身を変えて、省庁の枠を越えて、マトリックスもちゃんとして

十分減らした。しかし来年度は今、吉川さんが説明されたように、３つの理由か

ら世界も悪いし、社会保障制度の改定期に来ているし、そして遅れた不良債権の

下押しがあるから、去年のものを税と補正で考えるということをきちっと分ける

ということは大事ですね。 

もう一つは、今塩川大臣と同感なんですが、デフレというのは今や世界的な現

象で、我々はデフレ対策という言葉は一回も使ったことはないんです。ずっと改

革だけを言っていて、今度でもデフレの抑制予算と書いているだけで、デフレの

マイナスを抑制することはできても、デフレをとめることはできないと思います。

世界的に先進国が全部こうなっている。これはもとを正せば、中国やインドや、

そういう社会主義国が大量生産で過剰供給がずっと回ってくると 後は全部デフ

レになるわけですから。 

それでもう一つは、大きな技術革新があった40、50年後というのは必ずデフレ

になるんです。今度も情報改革というものが、あらゆる人が一番どこが安いかと

いうことがわかる社会だし、我々がどこかで値を下げると、翌日には世界じゅう

に知れわたる社会ですからね。値は下がっていくんですよ。だから、デフレはと

めることはできない。しかし、個別企業でいいますと、デフレのときというのは

売り上げを求めないで、減収増益の経営をするんです。売り上げが下がっても益

が出るようにするということは、経費を減らすわけですね。付加価値を高めるわ

けです。そういう経営になるわけです。国家でも減収増益の国家経営とは何なん

だろうと。それは付加価値を高めることしかないわけです。生産性を上げること

しかない。創造力を持つしかしょうがないというので、アメリカは1980年に知的

所有権とか、そういう新しいソフトの世界に一気に突っ込んだわけです。しかも、

このデフレ経済に関しては日本は一番先頭、８年ぐらい先を走っているわけです。

１年を除いては、この７、８年間はずっと消費者物価は下がっているんじゃない

ですか。 

（竹中議員） ７年間です。 

（牛尾議員） ７年間下がり続けているわけですよ。にもかかわらず、我々は500 兆

の名目成長の金額をまだ割っていないわけです。500 兆を割らなくて、これだけ

物価が下がっているということは、実は、個人は内なる繁栄をしているわけです。

1996年から我々は人件費が３割高いということが10年前に比べてわかっていまし

たが、日本は賃金を下げなくて守ったわけです。 

アメリカだと賃金を下げない場合は、同じ業界から３割の会社が退場するんで
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す。そうすると、ある業界は人件費が３割減るんです。３割退場するから。日本

は退場もせず、一生懸命バックアップして賃金も下げず、困るのは健全な企業だ

けなんです。どんどん利益が減ってくるわけです。だから、今度は企業の収益と

いうものを援助しなきゃならんということで、我々は法人減税ということを言っ

ているわけです。失業さえしなければ、個人は今ぐらいいい時代はないわけです。

物価は安いし、ある意味では個人にとっては黄金の時代かもしれない。 

そういう体制の中で構造改革をして、どうやってデフレの中での繁栄を考える

かということを真剣に取り組むべきであって、残念なのはインフレターゲットを

するのは無理で、世界の体制が、先進国がずっとこうやって下がっていくときと

いうのは、恐らくニクソン経済ポリシーで日本が固定相場360 円だったのが、フ

ローティングになって250 円になるということがない限り、やはり世界の大開発

途上国に対する、中国のフローティングでもしない限りとまらないわけです。 

そういう流れの中で、不況の中でも十分繁栄があるし、1980年代を見ても英国

の黄金時代というのはデフレ時代にあるんです。だから、そういう点ではやり方

だと。僕はデフレ脱却なんていうことでもがくよりも、デフレの中での明るい、

企業で言えば減収増益でいい。そういうデザインを取り組む時代に来ているんで

す。しかも、高齢化、少子化で悪い状態ばっかり重なっているから、高齢者と女

性の方が若い人よりも能力があるんだと思えばプラスになるわけですから。 

（塩川議員） 企業が構造改革をしなかったからなんですよ。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 私は今後の半年余りの経済運営というのは、小泉政権にとって死命を

制するほどの重要な局面になるんだろうと思っております。今まで御議論ござい

ましたけれども、マクロ経済と財政の両立可能性について、どのように国民の方

向性を示していくかという問題。それから、もう一つは、これまで総理のリーダ

ーシップのもとで行われてきた構造改革をきちんと推進するということ。３番目

は、不良債権の処理の加速化に伴って、総合対応策という形で構造改革推進と整

合的な形で、この問題を克服するということを10月30日政府全体で決めたわけで

ありますから、正々堂々とどのように対応していくかということをきちんと世の

中に示しながら、着実に政策を実行していく必要性があるんだろうと思います。

先ほど財務大臣が、党の要求を一遍にそこで集約してというようなことを仰いま

したけれども、構造改革路線を堅持することを示すのが重要ではないかという気

がいたします。 

（塩川議員） 私は昨日も言ったんですけれども、党の総合デフレ対策がある。あれ

を飲むけれども、中身を精査しなきゃならぬ。そこで政府側と党側と寄り合って

協議をする場をつくろう。こう言っているわけなんです。あれを無視してたら、

党は全然…。 

（本間議員） もちろん、そうではございませんけれども、きちんと10月30日に政府

として…。 

（塩川議員） そこは政治家の言葉として、「よし、やったろうと」受けてんねんけ
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ど、中はべっちゃでと、こういうことなんですよ。これは政治家の言葉ですから。 

（本間議員） もちろん、プロセスは十分重要視していただきたいと思いますが、総

理の主導できちんと議論した上で結論を出して、つくり上げていくということが

非常に重要ではないかということを申し上げておるわけです。 

（牛尾議員） ４、５兆円の上から出すものも、こういう背景があるから出すんだと

いうことを堂々と説明することは、決して悪いことじゃないと思いますけどね。 

（塩川議員） それは出し方です。 

（牛尾議員） それは違いますよ。 

（本間議員） 雇用保険料率の問題というのは、少なくとも自動安定化装置として景

気安定化機能というのを維持するということをきちんと担保するために、これを

出しておるわけであります。私が懸念しておりますのは、橋本内閣が緊縮予算を

編成してしまったというのと同様の危険性が、このまま放置すれば出てくる可能

性はあるわけでありまして、そういうことを踏まえて、総理の主導の中で政策決

定をすることが必要だ。 

（塩川議員） この社会保障負担も、我々の生活の安定を図るための持続的成長を維

持していくためのものだと。こう説明してくれたらいいんだけれども。 

（牛尾議員） 扱いは任せますよ。 

（平沼議員） ただ一つ、二次補正予算のことで本間先生が仰ったけれども、私の記

憶では、あれを出したときには、今のあの状況ではこれしかないというみんなの

意見だったんじゃなかったかと、私はそういう記憶をしていますけどね。 

（竹中議員） それでは、簡単にイメージします。今の後半の議論は、お互い誤解が

あって混乱がありましたので、にぎやかなのは結構でありますが、ちょっと、こ

れはお互いもう少し理解を深める必要があると思います。 

ただ、ちょっと確認するんですけれども、基本的には財政とマクロの経済をし

っかりと整合して見るというのが、この経済財政諮問会議に与えられた役割であ

って、それをきちっと取りまとめるのが「改革と展望」であるということですか

ら、その「改革と展望」に向けて、民間議員はそういった資料を出されたし、そ

れに向けて議論をしていく。その結果として、15か月予算という言葉を使うかど

うかはともかくとして、補正と本予算できっちりとコントロールしていきましょ

う。ここは重要な合意事項であろうかと思います。 

その上で、さらに議論をやらなきゃいけないのは、多年度税収中立というのは

原則として皆さんは賛成だけれども、どの程度縛るのかについては、これはまだ

意見が分かれているという感じがいたします。 

それから、デフレについては、デフレの克服というのは難しいですけれども、

これができないという議論は、これは少し専門家の議論からは離れているのかな

と。 

一つ提案でありますが、エール大学の教授の浜田先生が、経済社会総合研究所

の所長として赴任しておられますが、12月で赴任を終え米国にお帰りになられま

す。浜田先生は昨年、このデフレの問題で諮問会議で一度報告をしていただいて
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いるんだそうでありますが、是非御帰国の前に、このデフレについては議論をし

っかりしようということでありましたから，一度お話をいただくということも必

要かと思っております。 

引き続き改革と展望、予算編成の基本方針に向けまして議論を続けたいと思っ

ております。総理お願いします。 

（小泉議長） 私の「改革なくして成長なし」路線をいかに着実に進めていくかとい

うのが、これからの対応ですから。10月末に総合的対応が大体出ているわけです。

それをどういう構造改革を進めていくかというのを今後経済情勢の変化を見なが

ら、大胆かつ柔軟に対応するということでありますので、私はそのことに何ら変

更はない。多少政策転換みたいなことを言う人がいるけれども、これは全く違う

んだ。幹は全然変わっていない。四季に応じて葉っぱの色は変わるぐらいで、そ

れを見て根元が変わったというのは大間違いで、「改革なくして成長なし」をい

かに着実に進めていくのかは、大胆かつ柔軟に経済情勢の変化を見ながら変える

わけで、これではっきり今の議論を生かしていけるような予算が組めると思いま

す。 

１月から税調をやっていただいて本当にありがとうございました。自民党史始

まって以来です。しかも11月に答申が出せる。これも今までなかったことです。

これを尊重しながらやっていきたいと思います。本当にありがとうございました。

（塩川議員） ありがとうございました。 

（石税制調査会会長） 総理の指示があったからです。 

（竹中議員） それでは、次回、国と地方とまた重要な議論がございます。よろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

（以 上） 
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