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平成 14 年第 41 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 12 月 20 日（金）15:15～16:03 
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 片山 虎之助 総務大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
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 扇 千景   国土交通大臣 
      

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 
(1) 「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 
(2) 平成 15 年度予算編成等について 
(3) 観光政策の課題とグローバル観光戦略について 
(4) その他 

3．閉会 
 
（配布資料） 
○ 平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 
○ 平成14年度補正予算及び平成15年度予算（財務省原案）の関連資料（塩川議員提出資料） 
○ 予算執行調査の反映状況について（塩川議員提出資料） 
○ 政策評価の活用状況（財務省原案）について（塩川議員提出資料） 
○ 扇 臨時議員説明資料 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
 
○「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 
（竹中議員） 昨日の経済対策閣僚会議において了承され、臨時閣議で了解された「平成

15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について、簡単に御報告する。
平成 15 年度においては、経済財政運営に関して、聖域なき構造改革を加速する。「改
革なくして成長なし」との基本的考えを堅持し、四本柱の構造改革を一体的かつ整合
的に実行する。世界経済の持続的発展への貢献を目指す。15 年度を通した姿として
は、不良債権処理の加速に伴う影響等があるものの、「改革加速プログラム」及びこ
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れに基づく補正予算、減税等を含め、政府・日銀一体となった政策の効果が発現し、
さらに、年度前半には世界経済も徐々に回復していくことが見込まれることなどから、
企業部門も緩やかに回復し、我が国経済は民需中心の緩やかな回復への次第に向かっ
ていくことが期待される。物価についてはデフレ傾向が継続する恐れがあるが、需要
の回復等によりデフレ圧力は徐々に低下していくと期している。結果的に 15 年度の
国内総生産の実質成長率はプラス 0.6 ％程度、名目成長率マイナス 0.2 ％程度にな
ると見通している。 

 
○平成 15 年度予算編成等について 
（竹中議員） 本日、14 年度補正予算が閣議決定され、15 年度予算についても財務省原

案が提出された。予算執行調査の反映状況等の資料ともあわせ、塩川大臣から御説明
をお願いする。 

（塩川議員） 本日午前中の閣議で、平成 15 年度予算財務省原案を提出し、平成 14 年度
補正予算を決定した。平成 15 年度予算については、歳出改革の一層の推進を図ると
の基本的な考え方のもと、活力ある社会経済の実現に向けた「改革断行予算」を継続
するため、予算配分の重点化、効率化等を行う。その結果、各項目で社会保障費で
3.8 ％増、科学技術の推進に 2.2 ％増、それ以外の各項目は全部マイナスにして、
予算のメリハリをつけた。マイナスにしたところも、行政の質を落とした、あるいは
量を削ったのではなく、歳出の合理化を図り、無駄な費用を削った結果マイナスにし
た。決して緊縮予算ではないとの認識をいただきたい。 

   その結果、一般歳出総額は 47 兆 5,922 億円で、これに国債費及び地方交付税交付
金等を加えた全体としての歳出規模は、総額 81 兆 7,891 億円と実質的に前年度を下
回る水準となっている。実際、一般歳出については 14 年度より 0.1 ％増という姿だ
が、この 0.1 ％とは、造幣局と印刷局の２つが独立行政法人になり、一般会計から
支出しなければならなくなり、その分が 0.1 ％増えた。そのことを勘案すれば、14
年度よりは若干下回る状態に抑えた。歳入のうち、租税等は 41 兆 7,860 億円、その
他の収入が３兆 5,581 億円、公債の発行額は 36 兆 4,450 億円で、国債依存度は非常
に残念だが 44.6％と過去最高になり、今後とも圧縮に努めてまいりたい。租税が非
常に減少したが、初年度ベースで国税だけで１兆 5,000 億円の先行減税をしたこと
が入っており、御了承いただきたい。その他収入も３兆 5,581 億円で減少している
が、これは外為の収入が、米国金利が下がった反動で減少しているため。 

   平成 15 年度予算については、24 日の概算決定に向けて最終的な調整を行う。500 億
円の調整財源があり、党でも十分揉んでもらう。 

   また、本日の閣議では、先般、経済対策関係閣僚会議で決定された「改革加速プロ
グラム」を実施するための経費等を盛り込んだ、平成 14 年度補正予算の概算決定も
あわせて行われた。14 年度補正予算については、「改革加速プログラム」関連経費と
して３兆円を計上するとともに、１兆 2,000 億円を超える義務的経費の追加等を計
上した。既定経費の節減等に努め、国債発行の追加額は５兆円を少し下回る程度で抑
えた。30 兆円の精神をここであらわした。詳細につきましては主計局長に説明させ、
先日実施した予算執行調査の反映状況等についても説明させる。 

（林主計局長） 「塩川大臣提出資料」の「14 年度補正予算フレーム」について。歳出
の左側の欄で「改革加速プログラム」の関連経費が３兆円ある。そのほか「２．義務
的経費等の追加」で１兆 2,048 億円です。これは「３．既定経費の節減等」、▲１兆
2,139 億円でオフセットする。それから、「４．地方交付税交付金」は税収減に伴う
地方交付税の減だ。「５．決算調整資金へ繰入」は 13 年度の決算赤字を補てんするも
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の。歳入欄では、税収が２兆 5,400 億円の減、税外収入は「改革加速プログラム」
に伴う公共事業の地方負担金の増。差し引き公債金収入として、４兆 9,680 億円。14
年度の公債発行額は補正後で 34 兆 9,680 億円。 

   「平成 15 年度予算フレーム」については、税収は、15 年度予算 41 兆 7,000 億円
余で、先行減税による国税の影響として１兆 5,000 億円余りを計上している。その
他収入が３兆 5,000 億円余り。公債金が 36 兆 4,450 億円で、公債依存度は 44.6％
だが、先行減税による影響分１兆 5,440 億円を引いた場合は、34 兆 9,000 億円余り
で、14 年度の補正後とほぼ並ぶ。歳出は、国債費が 1,269 億円 、地方交付税等が 3,872
億円 の増、一般歳出が 450 億円 の増で、「備考欄」の事情を考慮すれば、「予算編成
の基本方針」でお決めいただいた「実質的に前年度を下回る」という目標は達成でき
た。 

   「15 年度予算（財務省原案）『歳出改革加速』のポイント」について。15 年度予算
は、まず歳出のメリハリをつけることが一番の目標だった。減税等は除いても、公共
投資について、都市の再生、地方の活性化など、民間活力顕在化のため、公共事業で
も大都市圏拠点空港について34.7％の伸びを確保するなど、メリハリをつけている。
セーフティネットは資料のとおりで、全体として新重点４分野に重点を置く。 

   科学技術予算は全体として 2.2 ％の増だが、総合科学技術会議と十分相談して、
同会議の優先順位づけに従った形で重点化を図っている。この結果、社会保障関係費
と文教、科振費の中の科学技術振興費を除いては、いずれも厳しい内容になっている。 

    こうしたメリハリをつけるため、どう無駄を排除したか、あるいは歳出の構造改革
をしたか。一つの大きな柱は「国・地方の三位一体改革の芽出し」で、国庫補助金の
縮減、奨励的補助金の５％以上削減の目標が閣議で決まっている。まだはっきりした
ことは申し上げられないが、７％以上削減できるだろう。また、地方財政計画歳出の
計画的抑制、税源移譲を含む税源配分の見直しで、総務省に大変御協力いただいた。 

   そのほか、「雇用保険制度の抜本的見直し」、「予算執行調査の結果等を活用した、
徹底した単価の見直し」をしている。こうしたことにより、諮問会議でお決めいただ
いた「15 年度予算編成の基本方針」に沿った形で、一般会計歳出、一般歳出につい
て総量の抑制が図られた。 

   予算執行調査あるいは政策評価についてお手元の資料で報告する。財務省では予算
が実際に効率的、効果的に執行されているか十分に把握することが必要だとして、本
年４月から予算執行評価会議を立ち上げた。現実に予算査定の担当者が現場に行き、
43 の事業について予算の執行状況を調査し、その結果をさきに諮問会議にも御報告
した。この結果を 15 年度予算に反映することとしており、財務省原案への反映状況
はお手元の資料のとおり。一、二例を御紹介する。一つは防衛庁の車輛整備工場で、
調査の結果、既存工場の稼働率の向上を図り、新設工場の規模を適正化するとされた。
この結果、既存工場については定期整備の時期を平準化して、平均 34％の稼働率を
90％超にし、新設工場は近傍にある工場の集約化等を図り、約 24 億円削減した。 

   また、文部科学省の公立文教施設整備事業についても、天上高の基準の見直しにつ
いて検討するとされた。これを受け文部科学省、国土交通省及び学識経験者による調
査研究会が設置されることになり、15年の秋ごろをめどに成果の取りまとめを行う。 
農林水産省の政府米保管についても、競争原理を生かした単価の引き下げを図るこ

ととしている。財務省としては、引き続き 15 年度も予算執行の調査の充実を図る。 
    また、15 年度予算編成に当たっては、予算執行調査以外にもお手元の資料のとお

り、各府省が実施した政策評価の結果等も活用し、歳出の構造改革に努めた。政策評
価については、正式には今年度からだが、まだまだ改善すべき点が多い。総務省とも
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御相談をし、さらに改善を図り予算に十分反映すべく努力を重ねていきたい。             
（竹中議員） ありがとうございました。今の御説明に何かございますでしょうか。 
              （「異議なし」と声あり）。 
（塩川議員） 資料「予算執行調査の反映状況について」に基づき、来年度の予算で余っ

た経費を節減した。この資料をよく読んでおいていただきたい。これはおもしろいで
すよ。ひとつ研究しておいてもらったらと思う。 

（小泉議長） 防衛庁の車両整備工場の稼働率を 30％から 90％へというのはどういうこ
とか？ 

（林主計局長） 整備は年度末に非常に集中する。それを各工場の稼働率を見ながら、暇
なところに、時間の余裕のあるところに集約させるということにした。 

（片山議員） 財務省の方で政策評価の活用状況の資料を出していただき、大変ありがと
うございました。各省が評価して、それをもう一度客観的に評価する作業をしなけれ
ばならない。その点が総務省でまだできていない。今、仕組みや基準を模索中で、ぜ
ひ、次の予算編成にはそれを活用していただくよう、財務省と連携をとってやりたい。
ひとつよろしくお願いしたい。今年は完全にはできていない。 

（竹中議員）  評価の問題、執行状況の問題は、来年の予算編成の大変重要な課題にな
るかと思うので、ぜひ建設的に議論を進めていただきたい。15 年度予算については、
今後 24 日の政府案決定に向け作業が進むが、これまでの諮問会議の議論の成果も踏
まえ、「改革断行予算」の名にふさわしい予算になるよう、最後の仕上げに御尽力い
ただきたい。改革のメッセージが国民に伝わるよう、アピールの仕方等についても、
工夫をお願いしたい。 

   それでは、総理からごあいさつをお願いいたします。 
（小泉議長） 昨日、「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」を閣議了

解した。また、本日、平成 14 年度補正予算を閣議決定し、平成 15 年度予算の財務省
原案が閣議に提出された。15 年度予算は、今年度予算に引き続き「改革断行予算」と
して編成する。 

   本年は 15 年度予算の編成に向け、夏以降、経済財政諮問会議で各大臣がトップダ
ウンで改革案を取りまとめる制度・政策改革集中審議等の取組を行ってきた。その成
果の着実な実現を初め、デフレに対応しつつ、引き続き構造改革を推進し、我が国の
持つ潜在力を発揮できる新しい仕組みをつくり上げることにより、民間需要主導の持
続的な経済成長の実現を目指す。 

   今後の政策運営においては、14 年度補正予算と 15 年度予算を一体として切れ目な
く運用し、構造改革を加速していく中でさまざまな影響に十分留意しつつ、雇用や中
小企業のセーフティネットに万全を期す。また、デフレ克服に向け、政府・日銀は引
き続き一体となって強力かつ総合的な取組を実施する。 

   引き続き、国民の皆様の御理解、御協力をお願いしたい。 
 
○観光政策の課題とグローバル観光戦略について 
（竹中議員）  先日、島田内閣府特命顧問より、この観光が重要だとの指摘があり、政府

全体として、今後文化観光産業をどう扱うか、仕組みづくりも含め検討してはどうか
と申し上げた。これに関連し、扇大臣から観光戦略等につき御説明をお願いしたい。 

（扇臨時議員） まず説明資料の 1ページ。観光振興は 48.8 兆円の経済効果、393 万人の
雇用創出効果がある。21 世紀の第三次産業の基幹産業として取り組むべきことだと認
識している。 

   ただ、これまでは、取組がある意味では不十分だったのではないか、横の連絡が悪
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かったのではないか。日本からの海外の旅行者は 1,622 万人、外国からは４分の１
の 477 万人。477 万人は、世界では 35 位。アジアの諸国の中でも、中国あるいはタイ、
インドネシア、韓国などよりも少ない。残念だ。 

   それから、今年の２月の総理の施政方針演説の抜粋が資料としてある。１ページ目、
154 国会で総理がおっしゃったことは、我が国の伝統文化や豊かな観光資源を全世界
に紹介し、海外からの旅行者の増大、経済面への波及効果を図るとされている。観光
の重要性は本年初めて総理演説に入れていただいた。観光が、第三次産業の基幹産業
と成り得る対策を、今までしていること、これからしなければならないことに分けて
御説明したい。 
なぜ官民一体である必要があるのかというと、３ページ、外国人旅行者が少ない理

由、欠けている点がある。一つにはビザの取得の手続が面倒だということ。それから、
航空需要に見合う国際空港の容量不足、コストが高いということ、受入体制が不足し
ていることが言えると思うが、少なくとも国土交通省としては航空容量の不足に取り
組みたい。関空も二期工事は無駄と言われるが、時間帯によってはパンクしている。 
２ページの下を見ていただきたい。労働者の年次有給休暇権利は平均 18 日あるが、

約半分の９日しか取っていない。取りにくい原因は、学校の休みと連携していないこ
とが挙げられる。18 日ある有給休暇を完全消化すると、少なくとも 11.8 兆円の経済
効果があり、148 万人の雇用創出効果がある。祝日法の改正で体育の日などを三連休
にしたが、１回の三連休で 3,000～5,000 億円の経済効果が上がったという実績があ
る。これを基に有給休暇の 18 日間完全消化の効果を計算すると 11.8 兆円の経済効果
だ。 
３ページはワールドカップサッカーでの経験。ワールドカップサッカー大会の時、

私たちは総理の御指示を受け、国際チャーター便を羽田に下ろしたが、大きな効果が
上がった。日本と韓国間では、このチャーター便だけでも 75 便飛んだ。また、外国
人向けに、羽田から国内のどの区間でも 6,300 円で乗れるという航空運賃の割引も実
施した。これも好評だった。更に、１つのカードでウォンと円をチェンジしないで使
えるというＩＣカードを世界で初めて使わせていただいた。このＩＣカードを利用者
は１万件を超えている。北海道限定だったが、バスも買い物も全部ＩＣカード１枚で
することができ、ワールドカップで利用者が多くなった。アジア圏で中国の元とウォ
ンなど、あらゆるものが１枚のカードで使えるようになれば、両替の面倒などがなく
なり大きな成果が上がると思う。そういう意味で、私たちは旅行者の拡大に向けてグ
ローバルな観光戦略を策定し、このような経験を活かしながら、先ほど言ったように
出る人と入る人の４倍の格差を是正したい。 
それから、観光コストを 30％ダウンしたい。例を挙げると、成田から東京都内ま

でタクシーを利用すると約２万円かかる。更に高速道路も 2,350 円かかる。これでは
大変なコスト高という印象が残る。それを変えていきたいということで、地方によっ
ては１～２万円という定額タクシーを導入している。メーターではなく、運賃を一定
にしたタクシー。東京までなら、１万 4,000 円～２万円でタクシーに乗れるという表
示をするなど、そういう努力もしてもらっている。 
資料編の３ページであるが、ビザについて。香港、インドネシア、韓国、フィリピ

ン、台湾に観光で行くにはビザが不要だ。ところが、これらの人が日本に観光で来る
にはビザが必要。これは何としても考慮すべきだ。 
空港で入国手続については、国土交通省だけではなく、法務省、農水省も含め、全

部合同でやらなければいけないが、資料編の４ページを見ていただきたい。特に外国
から来る人の外国の入国手続きは１時間から１時間半かかる。飛んでくるのに２時間
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かかり、空港のゲートで１時間から１時間半待たされる。成田から東京にタクシーで
また１時間半かかる。これではとてもじゃないけど日本に行けないという投書をたく
さんいただいている。これは、国土交通省だけではできないので、内閣をあげて、関
係省庁を一体となって解決しないといけない。 
資料編の５ページにあるように観光大臣を設置している国はこれだけある。大臣の

数を増やせと言うつもりはないが、今、言ったように各関連省庁が手を組んで、入国
手続き等の利便性、空港の利便性を高め、国際線と国内線を安く、早く、簡単に乗り
換えができるようにすることが必要だ。そういうことを含め、内閣をあげて、この
21 世紀の第三次産業の基幹産業に取り組んでいただきたい。 
国はもちろん、地方自治体、民間企業、官民一体となって観光政策を促進していく。

そのまとめの母体として、「戦略推進委員会」を来年早々に総理に旗を振っていただ
いて作っていただきたい。今までの取組みに加え、皆さんのお知恵をいただきたい。 
話は逸れるが、アジアのハイウェープロジェクトに日本は 1959 年に参加し、過去

10 年間、1992 年～2001 年までのＯＤＡの中で円借款無償を含め 6,900 億円払ってい
る。ところが、このメンバーに日本は入っていない。国内に２本目の滑走路もできな
いのに、アジアハイウェーなんて。国内の整備ができないで、なぜそんなことを提案
するのかも考えていただきたい。ぜひ、総理に旗を振っていただいて、空港整備も国
家プロジェクトとして取り組むようにお願いしたい。 

（福田議員） 我が国の観光を振興していくことは極めて重要だ。これまでもさまざまな
取組みがなされてきた。観光立国という、政府の取組は随分前から行われてきたが、
扇大臣の指摘どおり、訪日する外国人旅行者数は極めて少なく、課題が多い。 

   国として統一的な方針の下に、戦略的に取り組むことが必要だ。このため、観光に
関する各界の有識者に集まってもらい、総理主催の有識者懇談会を開催したい。この
懇談会で、世界に向け、いかに我が国のブランド力と発信力を高めていくか、人と人
との交流の環境づくりを行うかという点も含め、行政の発想を越えて幅広い点から、
我が国の観光の国家戦略の基本的なあり方を検討してみたい。 

（竹中議員） 前回と今回の話を踏まえると、観光振興は国家戦略として非常に重要であ
る。福田官房長官からの御提案のとおり、幅広い視点から国をあげて観光戦略を検討
する場を設けて御議論をいただきたい。また、その状況を諮問会議でも適宜御議論を
させていただきたい。 

（扇臨時議員） 現在、有給休暇は半分程度しか消化されていない。はやり日本経団連も
含め民間をあげて経営者が有給を消化するよう言っていただきたい。 

（牛尾議員） ヨーロッパには、１年を２週間単位で休みを交代でとる国もある。学校は
家族で旅行するのを推奨している。日本ではそれが出来ず、子供と別々になるから、
結局とらない。外国には、特に小学校ぐらいは、学校を休んで旅行に行っても良いと
いう教育指導をしている国もある。そこがひとつのポイントだ。それができれば年休
も取りやすくなり、観光施設の有効利用もできる。子供の休みに合わせるから、夏休
みとゴールデンウィークの観光施設は集中する。教育方針として、家族ぐるみで旅行
することも教育なんだということをどこかで決める必要がある。これを調査していた
だきたい。 

（小泉議長） 祝日三連休というのは、こんなに効果があるのか。 
（扇臨時議員） はい。効果の出たことしか書いてません。 
（牛尾議員） これは子供も祝日で一緒に行けるから。 
（扇臨時議員） そうです。学校は休みになり、祝日三連休になりましたから。 
（牛尾議員） 海外からの観光客も大事だが、旅行は消費の大きな目玉になってきた。物
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を買う以上に旅行したいというニーズは高い。中国でも、家、自動車、携帯電話の次
に旅行となっており、旅行は非常に大きな消費産業になっている。また、旅行とスポ
ーツ、旅行とイベントなどを合わせると効果が高い。10 年ぐらい前の昔風の博覧会
やテーマパークではなく、文化的なイベントをどんどんやれば、旅行需要を刺激する。
それで、来年、再来年にイベントエコノミーというイベントによる経済活性化を文化
庁でも考えてみたらどうかと相談している。例えば、国体も文化的なものと合わせて
考えてはどうかと相談している。旅行というのは動くことだけではなく、文化的なも
のやイベントと合わせないといけない。 

（塩川議員） それと娯楽がない。お宮さんとお寺ばかり。 
（牛尾議員） イベントをつけないと駄目だ。 
（扇臨時議員） 海外に 1,700 万人が行っているが、チャーター機が多い。そのチャータ

ー機は向こうで下ろして、カラで帰ってくる。３日ぐらいか５日ぐらい経ったら、ま
た乗せてくる。みんな片道がカラだ。こっちから行くのはビザが要らなくて、向こう
から来るのは要るというのではチャーターで来れない。 

（塩川議員） トランジットでの日本の滞在中は、ビザなしでも観光できるのか。 
（扇臨時議員） それは駄目です。それでは京都も奈良も行けない。 
（塩川議員） それは変えないといけない。 
（扇臨時議員） 空港を含めた改善も必要だ。例を挙げるが、以前のハワイでは入国手続

きに１時間以上かかっていたが、ハワイ州知事がハワイは観光で食っているのに、こ
んなに日本人を並ばしては駄目だとして、入国管理のスピードアップをした。そうし
たら、アメリカで一番スピードが早くなり、どっと観光客がお金を使うようになった
という実績もある。その辺りも検討が必要だ。 

（片山議員） 来年度は、出入国管理の人員を相当増やした。ただ、イベントも今までの
イベントでは人は集まらない。地方でやっているイベントの多くは赤字だ。 

（牛尾議員） 仰るとおり、新しい発想の大文化イベントでないと駄目だ。 
（竹中議員） この問題は極めて関心の高い問題だと思う。是非とも官房長官御提案の懇

談会で議論を詰めて、諮問会議への御報告をお願いしたい。 
（小泉議長） ワールドカップサッカーを迎えるに当たり、是非成功しないといけないと

施政方針演説で述べた。テロ以来、テロ対策やフーリガンの暴動、警戒、マイナス面
が強調され過ぎたが、せっかくのサッカー大会なのだから、テロ対策、フーリガンば
かりというより、もっと来てもらう人に楽しんでもらう、多くの外国人との触れ合い
を大事にしようということで結構成功した。日本の海外旅行者が 500 万人の時に、テ
ンミリオン計画を立てた。それが達成して 1,700 万人になっている。今、ちょうど逆
のテンミリオン計画。500 万人の倍の 1,000 万人を海外から日本に迎える。日本の観
光資源は眠っているし、経済効果もある。 

（扇臨時議員） 空港も必要だ。 
（小泉議長） 政府を挙げて戦略的な会議をやりますので、知恵を出して、倍増させるよ

うにやりましょう。 
（竹中議員） どうもありがとうございました。ぜひとも成功させたいと思います。 
 

(以 上) 
 


