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平成 14年第 35回経済財政諮問会議議事要旨 

 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 11 月 15日（金）17:30～19:00 

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 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) 

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

（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された。 

 

○地球環境に配慮したエネルギー政策について 

（竹中議員） ８月末の集中審議において、平沼大臣からエネルギー特別会計に地球環境

対策を取り込んで、必要な部分は環境省と共管にするという考えが表明された。それ

に基づいて、平沼大臣から御説明をお願いする。 

（平沼議員） お手元の資料で説明する。８月末の会議で私からエネルギー政策を地球環
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境政策の観点から大胆に見直すと表明し、議員の皆様の御賛同を得た。その後、総理

の指示に基づき、政策の見直しと関係者との調整を精力的に進めてきた。 

    我が国のエネルギー起源ＣＯ2 排出量は 1990年に比べ 10％も増加しており、2010

年までに増加量を０にするためには、一刻の猶予も許されない。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し、夏の段階で経済

産業省と環境省が共同で取り組むべきと宣言し、事務方にその方向で見直しを行うよ

うに指示を行った。これまでは省の壁を意識していたが、鈴木環境大臣の強力な御指

導、御協力もあり、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

に合意した。これからは両省が同じ船に乗り、地球温暖化対策に取り組みたい。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。 

    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、政策の

見直しの大前提とし、既存予算の思い切った削減を断行した。具体的には総額 6,200

億円の 14年度予算との比較で、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 280億円削減する等、総額 1,000億円の削減を行った。 

     歳入面での見直しについて、石油税については、負担の公平をより徹底するため、

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。 

    電源特会についても、これまでの総花的な電源立地対策を抜本的に見直し、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。特に原子力発電

については、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。 

    このほかにも歳出面の削減を行い、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。現在、経済情勢は厳しく、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たい。今後、与党を初め関係者の御

理解を得て、政策の実現に努めていきたい。 

（鈴木臨時議員） 資料の１ページは地球温暖化問題の及ぼす影響、それに対応する国際

枠組み。２ページ目は温室効果ガスの排出量の状況。基準年の 1990年に比べ、既に

2000 年では８％増えている。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だ。 

３ページ、４ページ。今の段階から強力に取り組みを進めていくことが必要。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

まな対策を実施中。確実に京都議定書の６％削減を達成するため、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、必要ならば 2005年から 2007年ま

での第２ステップのできるだけ早い時期に、追加的対策を導入していく。環境省とし

ては、第１ステップでの取り組みを強化するため、特別会計を含め歳入、歳出をグリ

ーン化すべきと提唱してきた。平沼大臣から御説明があったエネルギー特別会計の見

直し案は、これを両省連携で実現するもので、先ほど平沼大臣と私の間で合意に至っ

た。私としては、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たい。 

   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、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だ。

 温暖化対策税について、私としては温室効果ガス排出量の動向にかんがみ、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
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な政策の導入が必要になると思う。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

待している。 

一方、第１ステップの取り組み強化は喫緊の課題で、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ぜひ賜りたい。この新

しい特別会計による事業をお認めいただけば、環境省として民生部門を中心に、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、ＣＯ

2 排出削減対策が進展するよう全力をつくしたい。 

    なお、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いる。平成 15年度の総額は 3.1 兆円余、前

年度当初予算額に比べ約９％の増となっている。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、これらの予算の確保についても特段の配慮をお願いする。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いる。

さらに今後ともさまざまな対策が必要となるので、関係方面の御理解と御支援をお願

い申し上げる。 

（竹中議員） ただいまの議題につき、自由に討議いただきたい。 

（塩川議員） 経産省で 1,000億円の節減と、非常に協力いただいた。今度枠組みが変わ

り、見直すとのこと。この見直しについては、特別会計全体の見直しとして、そのあ

り方を検討していただきたい。また、現行のセキュリティ対策、エネルギーの需給高

度化の分、新エネルギー関連部門、そして先ほど鈴木大臣のおっしゃった環境省の環

境予算が入ってくるので、見直し後の明細はできるだけ早く作っていただきたい。 

（平沼議員） 承知した。 

（本間議員） エネルギー政策担当の経済産業省と、環境を所掌する環境省がこういう形

で政策立案をしたことは、これからの方向性として望ましく高く評価する。 

ただ、幾つか懸念する点がある。まだ、具体的な税率といった、税収の面が提案さ

れていない。税を入れかえたときに、どの程度の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の面について、シミュレーション分析などのより周到な分析

を行っていただき、前向きなメッセージを一段と強めていただきたい。 

２番目に、環境問題に対処するための炭素税、温暖化対策税等は税収の使途を限定

するかという問題があって、各国とも非常に頭を痛めている。一般財源という形か、

特定財源という形で使うのかは、公害等の問題に関する資源配分の是正について、達

成度を高めるのか低めるのかという問題にもつながる。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だろうが、今後考えられる究極的な環境対策関連税制

との位置づけをお考えいただき、仮にその関係の中で今回の特定財源的なアイディア

が障害になるとすれば、柔軟に見直していただく。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を両立をしながらやっていただきたい。 

   ３番目に特定財源の負担について、日本の場合は少し狭く理解され過ぎている。こ

れは、エネルギー関連だけではなく、道路特定関連でも、自動車等のメーカーとエネ

ルギー関連の企業が負担者と考えられて、これらの方々が、使い方に対する権利を有

するかごとき議論があるが、実は価格形成を通して、この負担は消費者に転嫁される。

終的な負担者は一般的な消費者であるということを御理解いただき、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形で理解せず、また、先程の塩川財務大臣

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、理性的
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な対応をお願いしたい。 

（片山議員） 本間議員の議論と関連があるが、電源開発と石油の特別会計はどちらもか

なり剰余金がある。特に電発は、地方団体への交付金を中心に 1,730億円も余り、石

油も約 1,700億円の剰余金がある。特定財源の方向で、環境省と一緒にやることに反

対ではないが、これだけ剰余金があれば、特定財源としてはどうか。もっと絞って一

般財源化しろという議論にもなる。基本的には道路特定財源と同じだ。 

    もう一つは、地方に電発特会で原発立地交付金としてかなり出しているが、あま

り喜ばれていない。核燃料税を、法定外普通税でとり、別に電源開発促進税をとって

いるが、この辺をどう整理するか。環境関係もやるなら、かなり使途は広がるとして

も。その意味で本間先生と同じような意見を持っている。 

   それから、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。そうなると、これとの関連も整理する必要がある。 

環境の仕事は、実施はほとんど地方団体がやっている。地方がたくさんお金を出し

ているので、必ずしも税源移譲でなくても譲与税でいい。国と地方の負担関係をこの

機会に見直すべきではないか。この３点を疑問に思っている。 

（牛尾議員） 京都議定書に向かって両省が協力していることは高く評価する。ただ、京

都議定書を決めたころは、原子力発電が大きな電力源になっていたが、今は、原発に

対する逆風は想像を絶するほど強い。簡単ではない。その場合の代案を考えなければ

ならない。 

第２はオイルショック以降、日本では努力して、テレビ、冷蔵庫、冷房等は、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。自動車も率

先して効率の高いもの使っており、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なっているが、民生用に問題がある。15年

前の冷蔵庫や冷房や、10年前のテレビは、効率の高いものに切りかえると効果があ

り、需要喚起にもなる。何らかの便宜を図るというような、推進策を考える時に来て

いる。経産省を中心に考えてほしい。 

   ３番目は、天然ガスもいいが、太陽電池や燃料電池は日本が世界の先端を走ってお

り、これに需要をつけることが大事だ。特に太陽電池は、コストダウンしようと思う

と２桁ぐらい需要量が増えないとだめだ。かつて、アラブからグリーンハウスを太陽

電池でやりたいと聞いた。向こうの求めている金額は 10分の１ぐらいのコストで、

量は、当時の太陽電池の生産量の 100倍ぐらいだった。日本でもそういう電力や、夜

の照明には質の高い電気は必要ないので、燃料電池や太陽電池を国策として量産をし

て安くして世界中に広げるというプロジェクトを考える必要がある。その材料である

シリコンという材質は山ほどあり、類似のものもいっぱいあるのだから、３年ぐらい

の大プロジェクトで切りかえていく。代替エネルギーを考えるとき、原子力発電だけ

に頼っていたら、非常に困難なチャレンジだという気がするもので申し上げている。 

（平沼議員） 塩川大臣の指摘は、しっかりと検討させていただきたい。本間先生から具

体的な税率のお話があったが、具体的な税率は現在調整中で、御理解いただけるよう、

引き続き関係方面と調整したい。税制の見直しを行う際、極力エネルギー需要者全体

での負担増にならないよう、鋭意調整中だ。 

   特定財源との指摘については、エネルギー政策には、長期的な視点に立ち、国際エ

ネルギー市場を見据えたセキュリティ対策もあり、やはり、特別会計は、長期的な視

野に立たねばならないし、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

と思う。 終的には消費者に負担がいくということは理解できるが、そういうエネル

ギーは特殊なもので、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
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ない。 

片山大臣ご指摘の剰余金については、エネルギーが万が一のときのために積んでい

るという側面もある。剰余金の使い方には、国民の理解が必要だが、そういった側面

もあることは、御理解いただきたい。 

   それから、地方の交付税が核燃税を誘発して、使い勝手が悪いという御指摘だが、

交付税に関しては、各地方は、非常に重要視して絶対やって欲しいという要求も強い。

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で、そういった面を工夫し

て、いわゆる核燃税に誘発されない形でやっていかなければならない。 

    それから、第１ステップという形で鈴木大臣からも御説明があったが、大綱の中

にも第１ステップ、第２ステップとあるので、第１ステップでは、しっかりとエネル

ギー特会を地球温暖化対策という形で共管していく。第２ステップでは、御指摘の点

もいろいろあり、そのときは整合性を持って考えなければならないが、第１ステップ

で共管としての合意ができたので、その合意に従って御指摘の点を踏まえてやってい

きたい。 

   牛尾議員ご指摘の原子力について。今後大体 11 基ないし 13基をつくるという計画

でやっている。130万キロワットの原子力発電所１基を建てることで、二酸化炭素の

排出量は 0.7％削減できる。これがスムースに進めば楽だが、御指摘のとおり、電力

会社事故で非常に厳しい局面になっているのは事実。しかし、国の基本的なエネルギ

ー政策としていかに理解を得るか努力しているところ、確かに難しい状況で、天然ガ

スに比重を移していくのも一つの流れだし、燃料電池、太陽光発電を資源エネルギー

として一生懸命努力をしているが、一次エネルギーのまだ１％だ。とにかくそれを一

挙に７％、10％になるような努力をするよう督励している。それから 15年前の家電

製品を省エネタイプに切りかえていけば，全体で見れば相当省エネにつながることは

理解しているので、そういう観点も盛り込んでいかなければならない。 

今回、いろいろ問題点はあるにせよ、今までの障壁を越え、環境省と共管で第一歩

を踏み出したことは皆様御評価いただいており、御指摘も踏まえて、しっかりとやら

せていただきたい。 

（片山議員） 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

ーすると思う。今、2,000 億円程度剰余金が出ており、だんだん溜まっている。将来

のことを考えると剰余金も必要だというのは理解できるが、特定財源と一般財源の範

囲を考え直してみる必要があると思う。 

   また、交付金が地方で使いにくいのは、いろいろ国から注文がつくからだ。一定の

客観的基準で交付して自由に使わせればいい。そこまで踏み込んだほうが交付金が生

きるし、法定外税を抑えることになると思う。 

（平沼議員） わかりました。非常に重要な指摘だと思う。 

（鈴木臨時議員） まとめてお答えする。環境省は、温暖化対策はステップ・バイ・ステ

ップでやっていく。第１ステップは平沼大臣から御発言があったように、特別会計の

グリーン化。 

そして、片山大臣の温暖化対策税の導入の際の調整については、2005年以降、今

回のエネルギー特会の見直しを含め、あらゆる関連施策を点検し見直すことで平沼大

臣と合意している。また、地方の実施分が大きいということ、民生部門が遅れている

ということについては、民生部門や、地方における省エネ、代エネの普及啓発等、指

摘の分野に使いたいと考えている。 

   原子力発電所にかわるエネルギー対策をとるべきとのことについては、大綱の６％

削減の前提に、エネルギー需給長期計画があるので、もし同計画に変更があれば、当
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然温暖化対策推進大綱の取り組みを変えざるを得ないということ。 

（片山議員） 本格的に地球温暖化税制、環境税制をつくるときには、地方にも財源を与

える仕組みを考えてほしい。消費税のとき廃止したが、昔は電気・ガス税など地方税

でもいろいろなエネルギー関係税があった。それも含めて検討いただき、その時には

議論させていただきたい。 

（本間議員） 今回、共管というアイディアが出されたが、実は道路関連緒税とも共通の

構図を持っており、今､道路の方は使途の拡大でこれをブレックスルーしようとして

いる。今回は環境への対応として使うということだが、小泉政権全体としてエネルギ

ー関連問題、特会の問題を道路関係とも整合的にやらないと、ダブルスタンダードと

の批判が当然出てくると思う。今後全体の中で御議論をいただきたい。 

（竹中議員） 簡単にとりまとめる。 

エネルギー特会を環境省と共管にするという点、石油税を見直し、石炭にまで課税

対象を広げるという点、この２点が新たな試みとして提案され、その方向については

高く評価するということ。 

その上で、幾つか問題点の指摘があった。具体的な税率、効果の問題について、1

5 年度予算の芽出しの中でしっかりと詰めてもらいたいということ、加えて、特定財

源の問題をどう考えるか、剰余金等の問題を含め、抜本的に見直すべきではないかと

いう指摘。さらには、本格的な環境税の導入、すなわち、第１段階、第２段階の持っ

ていき方については、より本質的な議論が必要。さらに、特定財源について、国と地

方の関係を含めて検討が必要という指摘があった。国と地方に関しては、次回の諮問

会議で、正面から御議論いただくのでその中でも議論いただきたい。 

エネルギー政策に関連する問題としては、省エネシステムへの社会全体としての切

りかえ促進として、省エネ機器の導入、太陽電池等を検討すべきであるということ。

予算の具体化の中でも、また御議論をいただきたい。 

（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、日本としても、国際社会の中でも指導的役割を果たさなければならない

大事なことだと思う。今、各議員がそれぞれ発言したものも含めて、環境省と経済産

業省が中心となり、各省が協力してやらなければならないと思う。一歩大きな前進を

してくれて、よかったと思う。 

 

○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 

（石臨時議員） 資料「平成 15年度税制改革の基本的考え方」の特に１枚目を御覧頂き

たい。 

   本日、税調総会があり、来年の税制改革への指針をまとめた。概ね意見が出尽くし

たので、私の方に一任頂き、来週の 19日に総理に提出する。 

   顧みると、今年１月、総理から「予断なく、予見なく、聖域なく議論して欲しい」

との御指示をいただき、この約 11 か月、総理の強いリーダーシップのもと、あるべ

き税制について議論を重ねてきた。途中、短期的な活性化、景気対策といった要素も

入ってきたが、あくまで 10年、15年先のあるべき姿から見て、現在どう対応するか

について、幾つかメニューを作った。それが来年度税制改革という具体的なメニュー

として、1ページ目に書いてある。  

例年だと、税調は多種多様なメンバーが入っているので意見が対立し、両論併記と

いう形にしてきた。ただ、今回も、６月同様に、両論併記は極力避けて一本化し、本

文に載せられなかった意見は appendixとしてまとめた。それも含め総理にお渡しし

たい。 
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   来年度の税制改正に関しては、今から申し上げる８つぐらいの項目の組み合わせに

なると思うが、税調としては、答申に盛り込まれた増税、減税の組み合わせを一体化

して実現するような形で、当初から法律の中で盛り込むことを強く申し上げたい。 

   資料１ページの８つの黒丸が来年度税制改正で、どういう項目で増税、減税になる

かを示したもの。来年から即すべてやることを言っているわけではない。多年度税収

中立は、総理がこの間の施政方針演説で述べられたよう、５年なり６年の間で減税が

先に出て、その後に増税という形で組み合わせができることになる。そういう意味で、

１ページ目の８つの黒丸が我々の来年度に向けての総論だ。 

   まず、個人所得課税。住民税も含め課税ベースが狭いという欠陥、それから空洞化

現象が起こっている。その意味で今後、所得控除の見直しは避けられない。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、人的控除の簡素化、集約化を

進めていく必要がある。これは増税要因。来年すぐにとは今の景気情勢等々からでき

ないと思うが、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る。 

   法人税については、議論があったところだが、税調としては研究開発税制、設備投

資税制を集中的､重点的に講ずべきとした。これは我が国企業の競争力強化という視

点で減税の対象だ。 

   次に消費税。今回 12か所で対話集会を開き、意見を汲み上げたが、必ず消費税の

益税の話が出る。事業者免税点 3,000万円を幾らに下げるかは、今後議論いただくが、

1,000 万円か、1,500万円ぐらいに下げてもいいのではないか。 

   簡易課税制度も原則廃止する方向でいいのではないか。消費税導入から 10数年が

経ち、制度にも慣れてきたと考えている。これは､増税要因。 

   それから、今回の税制改革の目玉にしたいのは、相続税、贈与税の一体化を含めて、

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仕組みを税制上考えた

い、と同時に相続税の 高税率を引き下げ課税ベースを少し広げたいということ。本

体の相続税は、増減税でどれだけ減になるかわからないが、新しく作る生前贈与の仕

組みでかなり大幅に基礎控除を引き上げる予定。今の 110万円を上回る形での数千万

円の基礎控除ができるので、これを利用すればその分が減税になる。これは小規模な

減税になると思う。 

   法人事業税。外形課税を入れる。これは税収中立でやる。 

   固定資産税も例年の地価下落の一方で税負担がなぜ上がるのかとの議論が随分出

ているが、これも長年やっている負担水準の均衡化、適正化という形でやる。これは

若干の増税要因かもしれない。 

   土地税制について、土地の取引で登録免許税や不動産取得税が阻害していると言わ

れる。その意味で軽減を図る。これは明らかに減税要因だ。 

   金融・証券税制は、将来的には金融所得の一元化を考えているが、当面、配当課税

を一元化する等を考えている。結果的におそらく減税要因。 

   資料２ページ目冒頭、三位一体で地方税への税源移譲は、今後我が調査会でも検討

したい。 

細かい審議状況については別紙を見て欲しい。その審議状況の中で連結付加税のあ

り方や、金融機関の不良債権処理に対して税がどう対応するかを書いているが、本文

でもそれなりの取り組みはするつもり。 

（塩川議員） 財政制度等審議会と財政制度分科会の合同部会が本日行なわれ、そこで、

15 年度予算編成の基本的考え方の財政制度分科会における検討状況を報告してもら

った。両論併記は避けるということで結論を出してもらうが、項目はほぼ出揃った。 

   総論としては、改革断行予算を継続するということ。現下の経済情勢は厳しいが、
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財政政策の秩序をきちんと守っていく。また、財政の役割をきちんと予算上に示す。

歳出の質の改善と予算の重点化・効率化ということで、財制審で議論がなされている

のは、従来からの算定基準等も見直していくということ。 

   次に、各論。国と地方とのあり方では、石会長からも話があった三位一体の理論。

この見直しを是非やっていくべきであり、地方の自立のため、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る。 

   社会保障では、要は、小さい政府か大きい政府かという議論はなお継続するとして

も、15 年度予算編成では、極力、財政の緊迫した状況を反映して取り組むべきであ

るということ。 

   公共事業では、長期計画の緊急措置法等は廃止すべきということであり、「事業量」

から「成果」への重点を置いた見直しを行うべき。本四連絡橋公団の債務は、国民負

担を膨らますことを避けるため、できるだけ早い時期に税金投入が必要ではないかと

いうこと。道路特定財源は将来的に一般財源化する。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を柔軟に対応すべきであるが、将来は一般財源化する方向

ということだ。他にも、総合的なコスト削減、ＰＦＩの活用、事業評価の有効活用。

特にＰＦＩについては、地方と国でやり方が違うものを、いろんな点から検討してみ

たらどうかという指摘があった。 

   文教・科学技術関係。義務教育費国庫負担のあり方は、今､関係省庁で話し合いが

なされているが、何としても改善の芽出しだけはしろということ。科学技術の予算で

は、「重点４分野」の絞り込みをしたのだから、既存プロジェクトの徹底的な見直し

と同時に、新分野を 15年度予算で力強く示すべきであるということ。 

   防衛計画では、物価動向等を反映し、効率的に見直していくべきである。 

   ＯＤＡについては、事業の無駄の排除、透明性の向上等を図ってもらい、質の向上

により、少ない予算で大きな国際貢献を発揮するようにしてもらいたい。 

   農業では、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が必

要だということ。それと、農業委員会、協同農業普及事業等の必置規制の見直しと同

時に、これに対する交付金の削減等も考えるべきだということだ。 

   エネルギー対策は、先ほどの平沼大臣が言われた趣旨のことが書かれている。 

   中小企業対策。やる気と能力のある中小企業を助けていくことに重点を置くべきで、

産業として中小企業を育成する観点からの対策を十分に考慮すべきである。 

   司法制度改革は、司法修習生手当について給費制を廃止し、貸与制にしたらどうか

という提案だ。 

   後に、公会計について。現在、会計学者の方とのすり合わせを行っており、結論

が得られるまでには若干時間がかかる。公会計の具体的な取り組みは、国の貸借対照

表の作成。特別会計の新たな財務書類の作成。特殊法人の行政コスト計算書の作成。

独立行政法人会計基準の見直し。これらを重点として、将来の方向を決めていきたい。

今後は、これまでの取り組みに加え、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、公会計の基本的な考え方の専門的

な検討をお願いすることとしている。 

（吉川議員）  有識者議員提出資料の「日本経済の現状と政策対応のあり方」を説明する。

当たり前だが、財政の問題は歳出も税も、やはり日本経済との見合いで考えなければ

いけない。 

   そこで、まず、日本経済の現況について。我々がほぼ想定している通り、実質ＧＤ

Ｐは今年初めから穏やかながら回復基調にあるが、デフレが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いる。デフレについては、個人の感
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覚では価格が安くなっていいと時々言われるが、債務者にとっては大変な問題である。

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ことは御承知のとおり

で、「よいデフレ」というのはない。デフレはやはりマクロ経済にとっては大問題だ。 

   先日、発表された７－９月期のＧＤＰ速報でも、在庫投資の寄与が非常に高く、民

間設備投資をはじめとする国内 終需要の回復力は弱い。在庫投資は、ある意味で将

来の先食いの側面があり、言ってみれば竹馬に乗っているようなところがある。 終

的には消費や投資が伸びないと困るということだが、そうした状況には現在ない。 

更に、当面、３つの景気の下押し圧力が予想される。１つは米国やＥＵをはじめと

する世界的な株価下落、景気減速。これを反映し、外需がマイナスに転じる。７－９

月のＧＤＰ速報にも、この点は現れている。２つ目は、社会保障制度の改革。今年度

から来年度にかけて、社会保障負担の増加、給付の抑制が約 2.5兆円ある。将来像か

らすると避けて通れない問題であるが、厳然としてマイナス圧力になることは否定で

きない。３つ目は、不良債権処理の加速。我々は正しい方向であると考えているが、

短期的には足元の景気の下押し要因になる可能性がある。 

   この３つのマイナスの影響で、ＧＤＰの約１％、約５兆円のマイナスの影響を与え

ると考えている。資料の３枚目にある図１で、左に先程の３つのマイナス要因を挙げ

た。日本のＧＤＰは約 500兆円で、その１％強ぐらいの下押し要因がある。我々が考

えているのは、このマイナスの下押し要因を、政策で押し戻したいということだ。Ｇ

ＤＰ１％強のマイナス要因を克服し、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。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、真に必要な分野に資源を集中して、構造改革を押し進める

必要がある。具体的には、15 年度予算編成で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だ。これ

が同じ３枚目の図１に書いている。 

   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繰り返し述べているが、持

続的な経済成長とは、結局のところ、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。政府の政策対応もこうした基本軸は外さないように対策を考えていただ

きたい。 

   そこで、資料２枚目にある「デフレ抑制予算」の編成。「税制改革」、「歳出面の対

応」、「15年度予算編成における改革」の３点ある。 

   まず、「税制改革」。15年度税制改革は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。目途として 2.5兆円超。その際、多年度税

収中立の考え方は重要ではあるが、柔軟な発想が必要だ。すなわち、15 年度税制改

革では、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り、それに対応する増収措置は、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検討し、決定すべき

だ。 

   ２番目の「歳出面の対応」では、総合対応策を踏まえ、相当規模の補正予算、具体

的には税収不足への対応を除き、ＧＤＰ比 0.5％程度の補正予算を編成する必要があ

る。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り、

同時に新規需要を生み出すような措置として、規制改革、特区の推進と連携しつつ、

都市再生や科学技術等の分野を中心に追加措置を講じるとともに、住宅投資等の民間

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

えることが重要だ。総論的なこと、看板は皆が同意するが、中身が悪ければ数年経て

ば不良債権になる。是非、将来の日本の経済社会を見据え、中身を吟味していただき
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たい。必要に応じて、諮問会議でも補正予算の中身を検討させていただきたい。 

   ３番目は「15年度予算編成における改革」。15年度予算編成で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、民間投資を誘発する効果（ク

ラウド・イン）の高い分野へのシフトを強力に進める。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、予算を相対評価する「マトリックス予算」の

手法を活用する。とにかく、効率化を図る、中身の見直しを行うことが必要だ。 

   後に、これに加え「規制改革、特区の推進」。 

   再度、３枚目の図１を見ていただきたい。左にある３つのマイナス要因を跳ね返し、

右の政策対応を行い、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。その中で不良債権処理も進めていただきたい。 

（速水議員） マクロ経済情勢、金融面、金融政策運営について説明したい。 

   マクロ経済だが、景気は全体として下げ止まっているが、なお回復へのはっきりし

た動きは見られない。７－９月期の実質ＧＤＰが比較的高めの伸びとなったのは、在

庫の動きが寄与した。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

脆弱性が現れている。景気の先行きに不確実性が強まっている。米国では、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、不透明感が一段と強まってい

る。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う影響を与えてい

くか注視する必要がある。マクロ的な信用収縮が生じるかどうかが重要なポイントだ。 

   金融面、金融政策運営について。１点目として、日銀は思い切った金融緩和を継続

していく。２点目として、短期市場では 10 月中旬に不安定な動きが見られたが、10

月 30 日の追加緩和措置を経て、かなり落ち着きを取り戻してきた。３点目。しかし、

昨日の株価はバブル崩壊後の 安値水準まで動いた。経済の先行きに対する不透明感

の強まりが背景にあると思う。日銀としては、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。 

   マクロ経済政策という観点からは、税制の見直し、適切な財政運営が重要な役割を

果たす。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

で運営されるかどうかは、景気動向を左右するポイントだと思う。 

   その他に、現在、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じる余

地がないかを検討しているが、現時点で具体的内容について申し上げられる状況では

ない。 

（石税制調査会会長） 諮問会議と税調の間で､どのくらい温度差があるの確認しておき

たい。諮問会議と税調のどちらも、多年度税収中立の考え方を使っている。我々はス

タートラインから法的な措置も含め一体化が良いと主張している。しかし、諮問会議

の有識者議員は、当面は思い切って減税して、その後の処理は、しばらく見てからと

いう趣旨となっている。その理由は、将来的な増税を組み入れると減税効果は少ない

だろうという配慮なのか、後の処理で間に合うから良いじゃないかという考えなのか。 

対話集会等で、財政のサステナビリティ、持続可能性については一般の方々も随分

心配していると感じる。したがって、減税しても将来の手当が何もないことは不安を

招く。国民は、老後をしっかり保障するとか、あるいは、老後の世界や国の財政がど

うなっているか、しかるべき青写真を示せという言い方で、国民負担増もやむを得な

いと覚悟を決めている。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

するなら財源も手当してという趣旨で言っている。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。 

（吉川議員） 財政規律が大切だという点では、我々も思いは同じ。だだ、多年度中立と

言った時に、数字的にぴったり合う必要が今の時点であるのか。逆に、数字的にぴっ
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たり合わせるとして、現時点で将来の増税のあるべき姿を議論できるのかどうか。い

ずれにしても、財政規律が大切だという点は変わらない。 

（石税制調査会長） 技術的な数字を、今から予測することは不可能なんだから、数字を

ぴったり合わせる仕組みは難しいであろうというのが一番大きな理由ですね。 

（吉川議員） その必要が本来的にもあるのかということです。 

（塩川議員） 有識者議員提出資料の感想を少し申し上げる。 

１つはデフレについて。どのようにしたらデフレは克服するのか。一般の国民はデ

フレと不景気を全然違うニュアンスでとっている。本当にデフレは克服できるのか、

10 年、20 年かかるのではないかという見方もある。それをデフレ克服と言うから、

国民は信用しないのではないか。景気をよくしようと言った方が、わかりやすいと思

う。そこを一度議論してもらいたい。デフレを克服するというよりも、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した方が分りやすい。その点はどうか。 

   それから、この資料を出したら困ると思う。有識者議員の考え方はわかるが、来年

１月にでも景気対策によって予算をこうする、15 か月予算とかましてやるという考

え方がある中で､こういうことを出されたら、大きい期待だけがかかってくる。何か

やってくれるだろうという期待がかかってきて、中身を見たら何だとなる。本予算を

15 か月予算で出すのなら、仮に党のデフレ総合対応を反映させるとしても、当面は、

現在の経済情勢やこれに対応する措置、不良債権処理や税に対する措置を総理の口か

ら力強いコメントをしてもらえばよい。現時点で、政策の中身に触れたら混乱する。

有識者議員の言うことは分かるが、発表の時期が大事だ。 

   それから、３枚目の社会保障負担増・給付減の資料については、発表の仕方をもう

少し考えてもらいたい。というのは、負担増の説明そのものが分からないでもないが､

このように負担増や給付減ばかりを取り上げて景気の先行きについて暗い面を強調

しすぎるのは、問題があると思う。 

（小泉議長） それに関して、デフレ＝不況じゃないという理論がある。デフレ下の繁栄

というのが結構あったというので、それをわかりやすく説明してほしい。 

（吉川議員）  発表のタイミングについては、政府としていろんな考えがあると思うが、

我々としては、自由に議論をさせていただくのが民間議員の役割だと思っている。 

   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。デフレは価格に関することだ。実体面というのは物そのもの。例えば、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が経済の実体面。考えよ

うによっては、我々の豊かさは経済の実体面だけで決まる。価格の方は、物の値段が

倍になるが、給料も倍になるのであれば、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ない。総理が仰ったように、デフレ下での繁栄も

論理的にはあるかもしれない。数字は下がっているが、物をたくさん作って、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ことは論理的にはあると思う。しかし、歴史を遡ると、や

はり経済が実体面で繁栄している時には、普通、マイルドなインフレーションが並行

している。デフレのときは、どちらかというと実体面でも経済が収縮する傾向にある

のが歴史的事実だ。 

   実際、そうなる理由はいくつかある。先程も言ったが、デフレ状況では債務者が困

る。債権者は得しているが、経済全体で見ると、債権者は普通の人というか、家計で

す。債務者は、国もそうですが、企業です。企業がやはり経済を回す乗り物であり、

デフレにより企業に元気がなくなると巡りめぐって家計、普通の人も困ってしまう。

具体的には職がなくなる。 
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   我々は減税についても言っているが、企業を砂漠の中を行くラクダに例えると、人

は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

るわけだから、持っている水は限られており、乗っている人も飲まないといけないと

はいえ、まずラクダに飲まさなくてはいけない。ラクダがこけてしまったらオアシス

まで行き着けない。ですから、企業が元気でいてもらわないと困る。そのためにデフ

レを止めたいということだ。 

（平沼議員） 有識者議員提出資料では、景気下押し圧力が予想されるということで３つ

列記されており、私もそう思う。しかし、現在の公的資本の形成が約４兆円ぐらい減

少するという実態を見ると、ＧＤＰ上相当大きな数値になるのではないか。政府の

終的な消費はたかが知れているのだから、３枚目の図１にあるぐらいの規模の下げ要

因になるのではないか。 

（片山議員） 多年度税収中立について。減税はある程度タンミングよく、タイムリーで

政策的な減税をすればいいと思う。増税は多年度税収中立という前提で、あるべき税

制に向けて増税をやる。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

というような考えでいけばいいのではないか。消費税で言うと益税を阻止することは

みんなが納得できる。減税と増税の数字は一致しなくてもよい。状況が違うのだから。

ただ、およその感じでやっていくことで、国民の理解を得られるのではないか。減税

は政策的に、増税はあるべき税制だ。 

   もう１つ。国、地方をあわせて４兆円近い税収減となる。そうなると補正措置は不

可欠だ。しかし、臨時国会でやるわけにはいかないので、いずれにせよ 15 か月予算

になる。補正と本予算の規模は政策的に判断すればいい。国民には 15 か月でこれだ

けやるという提示をすべきで、その中に需要のギャップを埋めることがあっても構わ

ないし、必要なことは前倒しすればいい。政策期間を 15 か月と考えて、補正や本予

算の規模を検討するのが、あるべき方向だと思う。 

（平沼議員） 私も賛成だ。 

（塩川議員） 私も全く同意見だ。 

（牛尾議員） 片山大臣から言われたように、構造改革を通じて経済を繁栄させるという

持論を覆しては駄目だ。その中で、こういう緊急事態になって、４兆円か５兆円ぐら

いは足りないということで、そのところの説明は難しい。このまま不足分を増やすと、

こんなことは始めからやっていれば従来型と同じだと言われる。やはり 15 年度予算

は小さな政府を目指し、中身を変え、省庁の枠を超えて、マトリックス手法で効果的

に縮減する。しかし、来年度は、吉川議員が説明したように、世界も悪いし、社会保

障制度の改定期に来ているし、不良債権の下押しがあるから、15 年度予算と税と補

正の特別措置はきちんと分けて考えることが大事だ。 

   それと、塩川大臣と同感だが、デフレは今や世界的な現象だ。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。今度でもデフレ抑制予算と書いている。だけど、

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容易ではないと

思う。世界的に先進国が全部こうなっている。元を正せば、中国やインドなどの大量

生産で世界的に過剰供給になると 後は全部デフレになる。 

それから、大きな技術革新があった 40、50 年後は必ずデフレになる。今度も情報

改革ということで、どこかで値を下げると、翌日には世界中に知れわたる社会だ。だ

から、このままではデフレはとめることは難しい。しかし、個別企業では、デフレ時

は売上げを求めず、減収増益の経営をする。経費を減らす。付加価値を高める経営に

なる。では、減収増益の国家経営とは何なのか。それは付加価値を高めることしかな

い。生産性を上げることしかない。創造力を持つしか仕方がないというので、アメリ
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カは 1980年代に知的所有権とか、そういう新しいソフトの世界に一気に取り組んだ。 

デフレ経済に関して、日本は一番先頭で先を走っている。１年を除いては、この７

年間はずっと消費者物価は下がっている。にもかかわらず、我々は 500兆円前後で名

目ＧＤＰが保たれているのにかかわらず、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。1996年に 10年前に比べて人件費が３割高いこ

とはわかっていたが、日本の経営は賃金を下げなかった。アメリカでは賃金を下げな

い場合、同じ業界から３割の会社が退場する。だから、業界としては人件費が３割減

る。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

業だけとなり、どんどん利益が減ってきた。だから、今度は企業収益を援助しなけれ

ばならないということで、我々は法人減税と言っている。失業さえしなければ、個人

にはいい時代だと思う。 

   そういう中で、構造改革を行い、デフレの中での繁栄について真剣に取り組むべき

だ。インフレターゲットを行なうのは無理で、先進国で物価がずっと下がっていくと

きには、恐らく日本で固定相場 360円だったのが、フローティングになって 250円に

なるようなこと。中国でも同様なことが起きない限りデフレを止めるのは難しい。 

   そういう流れで、不況の中でも十分繁栄がある。1980 年代の英国の黄金時代もデ

フレ時代だ。そういう点ではやり方だと思う。デフレ脱却でもがくよりも、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。しかも、高齢化、少子化で悪い状態ばっかり重なっていると思わず、高齢者

と女性も能力があるのだと思えばプラスになる。 

（塩川議員） 企業が構造改革をしなかったからだ。 

（本間議員） 今後の半年余りの経済運営は、小泉政権にとって死命を制するほどの重要

な局面になると思う。大切なことが３点ある。 

１番目は、マクロ経済と財政の両立可能性について、どのように方向性を国民に示

していくか。 

２番目は、総理のリーダーシップで行われてきた構造改革をきちんと推進すること。 

３番目は、不良債権の処理の加速化に伴って、総合対応策として、構造改革推進と

整合的な形でこの問題を克服することを 10 月 30 日に政府全体で決めたわけであり、

正々堂々とどう対応するかを世の中に示しながら、着実に政策を実行していく必要が

あるということ。 

   塩川大臣からの指摘だが、ここでは、構造改革路線を堅持することを示すことが重

要だと思う。 

（塩川議員） 昨日も言ったが、党の総合デフレ対策があるのだから、中身については政

府と党で協議をする場をつくろうということだ。 

（本間議員） プロセスは十分重視していただきたいが、総理主導できちんと議論した上

で結論を出して作り上げていくということが重要ではないかと申し上げている。 

（牛尾議員） ４、５兆円以上のものを出すことについて、その背景を説明することは悪

いことではないと思うが。 

（塩川議員） それは出し方による。 

（本間議員） 雇用保険料率の問題は、自動安定化装置としての景気の安定化機能を維持

することを担保するために出している。このままでは、緊縮予算につながっていく危

険性もある。そういうことを踏まえ、総理主導での政策決定が必要だ。 

（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説明してくれると良いのだが。 

（竹中議員） 後半の議論は、お互いもう少し理解を深める必要があると思うが、簡単に
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まとめたい。 

   基本的には財政とマクロ経済を整合して見ることが経済財政諮問会議に与えられ

た役割であり、それを取りまとめるのが「改革と展望」である。その「改革と展望」

の改定に向け、民間議員は資料を出されたのであり、それに向けて議論をしていく。

その結果、「15か月予算」という言葉はともかくとして、補正と本予算をきちんとコ

ントロールしていくということ。これは重要な合意事項だったと思う。その上で、多

年度税収中立というのは、原則として、皆、賛成だけれども、どの程度縛るのかにつ

いてはまだ意見が分かれているという感じがした。 

   それから、デフレについては、その克服は難しいが、これができないという議論は

少し専門家の議論からは離れている印象がある。提案であるが、経済社会総合研究所

の浜田所長が、12 月に米国へお帰りになるので、是非その前に、このデフレについ

て一度お話をいただくということも必要かと思う。 

（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が、これ

からの対応だ。10 月末に総合対応策が出ている。それを踏まえて、どういう構造改

革を進めていくかは、今後の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、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

う人がいるが、全く違う。幹は全然変わっていない。四季に応じて葉の色が変わるぐ

らいで、それを見て根元が変わったというのは大間違い。「改革なくして成長なし」

をいかに着実に進めていくかは、大胆かつ柔軟に経済情勢の変化を見ながら行なうわ

けで、これで今の議論を活かしていけるような予算が組めると思う。 

   石会長、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。しかも

11 月に答申が出せる。これは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） ありがとうございました。 

（以 上） 

 

  

 

 


