
 
平成 14 年第 42 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 25 日（水）14:32～15:09 

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・金融担当大臣 

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 

 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)平成 15 年度予算案等について（報告） 

① 平成 15 年度予算案 

② 国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針 

③ 国の行政組織等の減量・効率化の推進 

(2)「改革と展望－2002 年度改定」（仮称）について 

(3)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○ 平成 15 年度概算について（塩川議員提出資料） 

○  国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針（福田議員提出資料） 

○ 国の行政組織等の減量・効率化の推進（片山議員提出資料） 

○ 制度・政策改革集中審議の成果の具体化について 

○ 「改革と展望－2002 年度改定」（仮称）（案） 

○ 平成 14 年 経済財政諮問会議の議題一覧 

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

（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 年度予算案等について（報告） 

（竹中議員） それでは、平成 15 年度予算案について塩川大臣から報告をお願いする。 

（塩川議員） 平成 15 年度予算の概算については、12 月 20 日の閣議に財務省原案を提出

し、その後折衝を重ね、お手元の資料のとおりとりまとめられた。昨日、24 日の閣
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議で決定した。簡単な説明を事務局からさせる。 

（林主計局長） 前回の会議で御説明した財務省原案に、500 億円を調整財源として、そ

の後、復活折衝を行なった。その結果、例えば文部科学省の私学助成や科研費の補助

金、農水省の牛肉のトレーサビリティ、法務省の治安や矯正などが復活し、お手元の

資料のようになりました。また、資料１枚目のフレームにあるとおり、公債金は 36

兆 4,450 億円となり、建設国債が６兆 4,200 億円、残り 30 兆円余りが特例公債とし

て整理されたところです。 

（塩川議員） 15 年度予算について、総理がどういう意思表示を示すかが重要だと思う。

内容について賛否両論あるが、税制はどちらかと言えば評判が良い。ところが、予算

については誰も何とも言わない。私もいろいろ説明するが、結局のところ、政府の意

思として、来年をどうしようと思っているのか、「来年は絶対よくなりますよ」、「プ

ラス成長は確保します」、そういう意思表示、強いメッセージを送ることが大事だ。

そこを諮問会議でも議論してもらいたい。名目成長率、実質成長率が何％と言っても

一般にはアナウンスとして通じない。昨日、日本経団連に行くと、改革路線は出てき

ていると言ってくれている。この言い方が一番大事だと思う。ひとつ知恵を絞って考

えていただきたい。 

（竹中議員） つづいて、「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」

について、福田官房長官からお願いします。 

（福田議員） 国と地方の関係については、「基本方針 2002」において、国庫補助負担事

業の廃止・縮減について、年内を目途に結論を出すこととされている。また、これに

併せ、国庫補助負担金、地方交付税、税源配分のあり方の三位一体改革を 15 年度予

算で芽出しすることとされている。今般、15 年度予算案の決定を受け、国庫補助負

担事業の廃止・縮減及び三位一体の改革について、「国と地方に係る経済財政運営と

構造改革に関する基本方針」をとりまとめました。 

 まず、国庫補助負担事業の廃止・縮減については、社会保障、教育・文化、公共事

業、産業振興等の個別事項に関し「改革と展望」の期間中、すなわち 2006 年度まで

の措置及び 15 年度予算における芽出しとしての措置を列記し、これらの対処方針に

基づき国庫負担事業を廃止・縮減することとしている。また、存続する補助事業も、

国の義務づけの縮減・統合補助金化等の改革を進めることとしている。さらに、地方

交付税の改革及び税源移譲を含む税源配分の見直しについても、「改革と展望」の期

間中における基本方針及び 15 年度予算における芽出しとしての措置をとりまとめた。 

今後、「基本方針 2002」に基づき、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む

税源配分のあり方を三位一体で検討し、それらの望ましい姿とそこに至る具体的な改

革工程を含む改革案を、明年６月ごろを目途にとりまとめる。今回のとりまとめを踏

まえ、経済財政諮問会議でも更に議論を深めていただきたい。 

（竹中議員） 次に、片山大臣から「国の行政組織等の減量・効率化の推進」について御

報告をお願いする。 

（片山議員） 提出資料の１ページ。平成12年12月の閣議決定で行政改革大綱が決まり、

それに基づき、廃止、民営化、民間委託、独法化等の行政の減量・効率化等を着実に

推進してきた。更に今年６月に「基本方針 2002」が決定され、この中で計画的かつ

積極的な推進とされ、11 月の「予算編成の基本方針」でも確認された。15 年度の取

組みとしては、機構・定員審査過程で一層の減量・効率化を図った。組織・業務の合

理化、アウトソーシング、ＩＴ化による合理化を行うと同時に、治安、ＣＩＱ、食品

安全、原子力安全、競争政策強化、金融検査等の緊要な施策にはメリハリを効かせる

意味で、重点的な増員を行なった。負担に値する質の高い小さな政府の実現として、
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非現業は 1,879 人を純減した。非現業の削減では過去最大級です。 

   ２ページ目の組織・業務の合理化。一番大きいのは食糧庁の廃止で、それと合わせ

て地方組織である食糧事務所と統計情報事務所の統合をする。その結果、食糧事務所

のうち主要食糧業務の定員 5,900 人は３分の１まで縮減する。今の 5,900 人を 10 年

で 2,000 人にしてもらう。また、全体の約 9,000 人は 3,000 人削減する。4,000 人を

主要食糧業務の方で削減するが、うち 1,000 人はリスク管理業務に移す。その他にも、

社会保険庁の業務運営の効率化、あるいは地方出先機関の統廃合等を行なった。 

 ３ページ目は民間委託等のアウトソーシング。主な例として、公共事業の設計施工

の一括発注の導入、あるいは調査等や設計業務を民間委託する。他にも、国有財産管

理の民間委託や航空交通管制メンテナンスの民間委託、特許審査の民間委託等がある。 

４ページは、ＩＴ化による合理化。電子政府の推進に伴い、大規模システムの導入、

申請・届出等手続のオンライン化により合理化を進めている。主な例では、大規模シ

ステム導入に伴う合理化、登記業務、ＫＳＫ（国税総合管理）システムだが、申請・

届出等手続のオンライン化は 15 年度中にやりたい。他にも、統計調査のオンライン

化がある。それからＩＴ化に対応した業務改革では、各府省で情報化統括責任者（Ｃ

ＩＯ）を決めてもらい、その責任者会議で具体的に検討することにしている。 

５ページのその他の取組事項は、来年度または再来年度から始めるものであるが、

これらにより民間委託等の推進、業務の効率化、見直し等を行いたいとしている。 

（竹中議員） お手元に「制度・政策改革集中審議の成果の具体化について」という資料

を提出している。これは８月以降行なった集中審議の成果が、15 年度予算案にどの

ように反映したかをとりまとめたものです。参考にしていただきたい。 

（塩川議員） 定員の関連で、航空管制官や税関関係など訓練が必要であるから限りもあ

るが、そこの人員がどうしても足りなくなってきている。そこへ思い切って枠を増や

すことはできないか。そういうところは計画的な人員養成も必要であり、一時的に総

数が増えても、最終的には人員削減をし、きちんとした配分になるという計画にして

いただけると、私たちも思い切って仕事に合わせていけると思う。 

（片山議員） 総定員法もあるし、それから定員削減計画で 10 か年 25％削減となってい

る。このうち半分以上は独立行政法人化なので、大体年に１％の削減をやっている。

来年度も 5,000 人を計画的に削減して、3,000 人は増員する。その 3,000 人の増員に

は、例えば、刑務所、ＣＩＱ、原子力安全、金融庁関係や公取などで思い切って増や

している。計画的に削減をしながら、増員は認めていくというメリハリがあるものに

している。今、塩川大臣が言われたことは計画に盛り込まれています。 

（塩川議員） その全体像を一回出してもらって。 

（片山議員） それは、お届けします。それをさらに見直すということは必要かもしれま

せん。 

（竹中議員） メッセージ性をしっかりと伝達するようにという意見は、引き続き議論が

必要です。来年早々に「改革と展望」を示さなければいけないが、その中でも日本経

済はどうなっていくという強いメッセージを出す必要があるので、その中でも議論し

ていきたい。 

 

○「改革と展望－2002 年度改定」（仮称）について 

（坂政策統括官） 「改革と展望 - 2002 年度改定」について、素案からの主要な変更点

をご説明する。資料の最初のページの３番目のパラグラフに「デフレ克服を目指し、

政府・日本銀行は一体となって取り組む」という記述を加えた。これはもともと後ろ

の方に出ていたが、大事なことなので前の方にも入れるということだ。２ページの「２．
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『改革と展望』策定後の経済財政状況」の最初の段落に、デフレが経済や国民生活に

与えている影響についての記述を追加している。また、同じ２ページの１番下のパラ

グラフで、不良債権処理の加速が何故必要かということで、例えば、金融仲介機能の

回復や企業再生の必要性を書いている。３ページ、「３．中期的な経済財政運営」の

「(1) 経済財政運営の基本方針」で、２番目の段落「（集中調整期間とデフレの克服

に向けた取組み）」の最初のパラグラフで、「『集中調整期間』を１年程度に延長し、」

とあるが、その記述の前に延長の理由あるいは取り組みについて記している。４ペー

ジの２つ目の段落は、前回の素案段階では調整中、「（Ｐ）」として諮問会議でも御議

論があったが、政府・日本銀行一体となった取り組みについて、「デフレ克服を目指

し、できる限り早期のプラスの物価上昇率実現に向けて取り組む」という文章になっ

た。また、同じく４ページ、「（経済の展望）」の３つ目の段落に「実質１1/2％程度あ

るいはそれ以上、名目２1/2％程度あるいはそれ以上の中期的な成長経路に達する時

期は遅れざるを得ないが、2005 年度ないし 2006 年度頃にはこれに近づいていくもの

と見込まれる」とあり、その前の場所にその理由や状況を書いた。それから、４ペー

ジから５ページにかけた「（歳出の抑制の目標とプライマリーバランス）」についても、

前回は調整中「（Ｐ）」だったが、結局、調整の結果ほぼ原文のままになった。 

   別紙が２枚くっついている。本文中にも引用があるが、「改革と展望」策定後、本

年１月以後、改革の進展状況のうち主なものを書いてある。単に「検討する」となっ

ているものは入れないで、きちんと姿が見えているもののうちの主なものだけをごく

簡単に記している。グラフは、経済成長率、プライマリーバランスについての暫定試

算だ。2003 年度の予算、税制をベースにして、モデルを用いて検討したものだ。 

   まず、成長率はグラフの上の点線が名目成長率、実線が実質成長率で、2004 年度

までが集中調整期間としている。本文にあるように、2004 年の集中調整期間は実質

成長率は１％程度以下、名目成長率はそれよりやや低いところにならざるを得ない。

この図でいえば、点線と実線が交差しているところがデフレの克服だが、2004 年度

のちょっと後にきており、デフレ克服は集中調整期間の後になると見込まれている。

しかし、政府・日本銀行が一体となって取り組み、不良債権処理の加速による金融仲

介機能の回復といった改革の効果が徐々にあらわれ、集中調整機間の後にはデフレは

克服される。成長率は実質で１1/2％あるいはそれ以上、名目で２1/2％程度、あるい

はそれ以上といった中期的な成長経路に近づいていく。 

   斜線の棒グラフが国と地方を合わせたプライマリーバランスだ。2002 年度は、税

収の減少等により赤字幅がＧＤＰ比５％強と図示されている。また、2003 年度も先

行減税が実施される等で、予算の歳出の方は 2002 年度並みだが、若干高い水準が続

く。2004、2005 年度あたりでは、負債費削減努力が続く一方、先行減税から増収措

置への切りかえによって、収支がだんだん改善して、グラフの最後の年度、2007 年

度あたりには現状の５％程度の大体半分近くになっていくと見込まれる。 

   その後も、同程度の財政収支の改善努力を継続し、先に申し上げた成長が実現する

ことにより、2010年度の赤字は約１％あるいはそれを若干上回っている程度になる。 

（塩川議員） 消えるのは何年か。 

（坂政策統括官） 2010 年代初頭で、2013 年ぐらいまでには、赤字が０になるという計

算になっている。試算については、予算等情報を加えて、精査しているところです。

年明けの諮問会議に、今度は数字を入れた表を出したい。 

（竹中議員） 先ほどの問題も含めて、御自由に議論をいただきたい。 

（吉川議員） 政府の予算については、今後数年間は大盤振る舞いすることが不可能な状

況だ。そうした中で、何よりも中身を見直すということが一番大切だと繰り返し申し
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上げてきた。セーフティネットを整備するのも大事だが、民間の需要を喚起するよう

なところに支出を振り向けることが、仮に 100 点満点ではなくても、できていると

世の中に説明していただきたい。規制改革とか、税についても同じような考え方だ。 

   政策評価は総務省等、政府内で行われると思うが、これは大掛かりで少し時間もか

かる。わかりやすい具体例で、こういう国のお金の使い方によって、未来志向で、世

の中がこう変わりつつある、それによって人々の暮らしが本当に変わるというように、

燃料電池車のようなわかりやすい事例を集めて、世の中に説明するといい。 

（塩川議員） 竹中大臣、「改革と展望」の３ページに「集中調整期間」とある。専門家

は分かるが、一般の人には意味が分からない。一言で言ったらどういうことなのか。 

（竹中議員） １年半前から何回も使っている言葉だ。不良債権の処理等は長期的にはや

らなければならず、財政の再建もそうで、長期的にはやらなければいけないことで、

いい効果が起こるが、短期的な逆の効果が最初に集中的にあらわれる可能性がある。

最初の二、三年はそういうことを覚悟して、しかし痛みを恐れずにやっていこうと。

そういう言葉として使っている。これは、１年半前からずっと使っている言葉だ。 

（塩川議員） これは分かり難い。デフレ克服は分かるが、簡単に言えば集中調整期間は

結局不景気が続くという受け取り方になってくる。 

（小泉議長） 不良債権処理を進めなきゃいかんと進めると、急ぎ過ぎるなとなることと

同じだ。それを覚悟してやらなきゃいかん。16 年度には不良債権問題を終結させる

と。やる前はやれと、いざやり出すと急にやったらもっと危険になると。それと同じ

ことだ。ちゃんと腹を決めて 16 年度中に処理する。 

（平沼議員） 土地が下がるから。 

（小泉議長） 土地が下がったら物価が下がる。10 年前、平成４年に宮沢内閣は、サラ

リーマンの５倍ぐらいの年収で首都圏のマンションが購入できるようにと、今はそう

なった。目標を達成した途端、物価上げろ、土地上げろと。 

（平沼議員） この前、質問者にそう言ったら黙っちゃった。 

（竹中議員） 「集中調整期間」とは腹をくくってしっかりやる期間だ。速水総裁。 

（速水議員） ４ページの「政府・日本銀行が一体となって、デフレ克服を目指し、でき

る限り早期のプラスの物価上昇率実現に向けて取り組む」という表現で私は結構だと

思う。この表現は、インフレターゲッティングを意味しないと私は理解している。そ

の上で、こういった気持ちで金融政策面で最大限の努力を継続してまいりたい。 

（牛尾議員） 30 兆円の国債に補正もつけて国債発行が増えた。総理は国会でプライマ

リーバランスを守るとおっしゃったが、これは非常にわかりにくい言葉で、まだ国民

は十分に伝わっていない。予算も中身は相当変わったが、十分削減されておらず、国

債も増えている。2010年までにプライマリーバランスの均衡を目指すということを、

「改革なくして成長なし」と同じぐらい、国民に向かって分かりやすく説明する必要

がある。プライマリーバランスの回復は、政策にとってフリーハンドで何でもできる

強い財政の基本となるものだとＰＲする必要がある。会社で言うと長期的には無借金

経営を目指すことと同じだ。 

（本間議員） 財務大臣の御努力により、来年度予算案が固まったが、この予算案に対し

て違った角度から批判で出ている。１つは景気拡大に対しては力不足だという指摘と、

もう一方では中長期的な視点で、これが本当に財政の基盤を崩すことにならないかと

いう持続可能性に対する危惧だ。そこがあって御努力いただきながら、必ずしも高い

評価として報道されていないが、今後どういう形でアピールしていくか重要な論点に

なる。 

   この 10 年間ぐらい、国全体の資金のフロー及びストックの変化というようなもの
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を見ると、公的部門の比重が急激に上昇している。これは単に財政需要による資金需

要の増大だけでなく、政府部門を経由しながら民間にお金が回っている部分も増えて

いる。これは民間企業部門の資金需要の不足かつ民間の金融機関が資金供給において

正常な機能を果たしていないという両側面の中で、公的部門が拡大するという変化が

起こっている。今の予算編成の有り様は、単年度予算で成し得るぎりぎりの御努力で

突き詰めているのだろうが、その次の段階では、中長期的な視点の中で、経済と財政

の両立可能性をどう模索するかということを国民に訴えかけながら、オーソドックス

な議論を展開しないと、来年も含めて非常に懸念すべき状況になる。単年度予算的な

枠組みから中長期的なフレーム、制度改革の問題も前面に出して正直に国民に問題点

の所在を訴えかけていくということが、時間はかかるが、最もオーソドックスなやり

方ではないか。その上で、その成果をきちんと事例ごとにアピールをしていく。こう

いう方向でお願いしたい。 

（塩川議員） 自民党の中でも考え方が大分変わってきた。今度、裁量的経費を削ること

になっていて、義務的経費は制度を変えなければ削れないと言っていた。ところが、

義務的経費を削ってもいいから、裁量的経費を削らないでくれと言う。同じような性

格のものがあったら融通しあうように部会から持ってくる。これは非常に変化のある

傾向で、どうやったかというと、義務的経費の事業量を落とす代わりこっちの方を削

らないという選択をするようになってきた。党の中でもこれ以上無理を言ってもだめ

だという気持ちがちょっと分かって、特に農林商工等でも随分出てきた。そういう傾

向があるから、もう一度党と相談して義務的経費の中で、そこを抽出して思い切って

一挙に振りかえていきたい。単価の見直しは相当進んだ。もう一段単価を見直せば相

当節約できるのではと思っている。 

（片山議員） 今度の予算は補正予算と一緒で、税制もあわせてやる。その場合にわかり

やすく具体的にという意見は、そのとおりだ。今、国民の不安は、当面の景気がもっ

と悪くなるのではという不安と雇用不安だ。それには、15 か月予算と税制はこうい

う対応をしましたと分かり易く。中長期的には財政破綻が不安で、もう一つは老後の

生活不安だ。この面では年金と医療、介護も含めて、今回の 15 か月の予算と税制に

よって不安が解消したと、わかりやすく言うことが必要だ。テレビ等で総理にも言っ

ていただく。関係大臣等も上手に説明した方が良い。みんな新聞の見出しやテレビの

フレーズが頭に入って誤解してしまう。工夫をよろしくお願いしたい。 

（竹中議員） その点は、内閣府の方でも考えて、各大臣に御協力をお願い申し上げたい。 

（小泉議長） 新聞の見出しを見ているとおもしろい。批判する方は一人ではない。まず、

こんなに歳出を削減したら景気はますます悪くなると、これが一方でいる。それと、

この借金財政をどうするのかと別の人が言う。両方に整合性がない。国債をどんどん

発行して公共事業をやれと言った人から見れば不満で、これは何か批判すれば意義が

あると。今度は別の人が後々の財政を考えろと。借金財政だと。だから来年の予算審

議はおもしろい。質問する人は一貫性を持ってもらう。施政方針演説があるからね。

財務大臣が言われたように、こういうことをやっており、行財政改革をはじめ金融改

革、税制改革、規制改革、歳出改革、これを進めていく。バラ色の夢を出しちゃいか

ん。当分、二、三年厳しいとはっきり言わないといけない。そして将来のことを考え

てやると。そういう姿勢をはっきりと施政方針演説に出すので、各大臣には協力して

もらう。批判する人は全然違う、一貫性がない。予算審議を楽しみにしている。 

   浜田先生、本当にありがとうございました。エール大学にまた戻られるということ

ですので。 

（浜田経済社会総合研究所長） 来年のよいお年とよい景気をお祈りします。 
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（竹中議員） ありがとうございました。 

（小泉議長） １月 18 日から今日で 42 回で精励恪勤だ。ありがとうございました。これ

からも、改革を目指してよろしく御支援、御協力をお願いしたい。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、更なる改革に向けて来年もよろしく

お願いいたします。 

（以 上） 


