
 

平成 15 年第 28 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月 10 日(水) 17:04～18:00 

2．場所: 官邸４階大会議室 

3．出席議員 

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  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 麻生 太郎  総務大臣 

同 谷垣 禎一  財務大臣 

同 中川 昭一  経済産業大臣 

同 福井 俊彦  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 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（骨子案） 

(2) 改革と展望－2003 年度改定（原案） 

(3) 平成 16 年度予算の基本的方向性について 

(4) その他 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 「平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の骨子（案） 
○ デフレ問題についての論点整理（竹中議員提出資料） 
○ 改革と展望－2003 年度改定（原案） 
○ 平成 16 年度予算の基本的方向性について（谷垣議員提出資料） 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度の骨子案 

（竹中議員） それでは、「平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（骨

子案）」について、内閣府から説明をさせていただく。 

（中城政策統括官）  資料の『平成 16 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度』

骨子案」について、３つの章立てからなっている。 

   １つ目は、平成 15 年度の経済財政運営と我が国経済について記述することにし

ている。 

２つ目は、平成 16 年度の経済財政運営の基本的態度について。その中に、（１）
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で「構造改革の加速・拡大」、そして（２）で、「世界経済への持続的発展への貢献」

ということで記述することにしている。 

   ３つ目は、こうした政策の下で、平成 16 年度の具体的な経済の姿として、「平成

16 年度の経済見通し」ということで、主要経済指標についての姿を記述する。今

後、経済財政諮問会議における議論も踏まえて、年内に閣議了解をいただく予定で

ある。 

（竹中議員） 先般、「平成 16 年度予算編成の基本方針」を閣議決定した。それに続い

て「平成 16 年度の経済見通しと財政運営の基本的態度」、さらには「改革と展望」

を決定する。この３つの決定を一体化してやった方がよいのではないかという御議

論が以前からあった。それを一体化できるかどうかについては、来年度は前向きに

検討させていただきたい。今年度はこれまでの準備作業もあるので、昨年と同じよ

うにこの見通しと、改革と展望を分けて御議論をいただければと思う。 

    それでは、来年度の具体的な成長率等の計数については、現在作業中であるけれ

ども、平成 16 年度の経済見通しの成案を策定して、今後閣議了解を得ることとし、

結果については、次回の諮問会議で御報告するということでよろしいか。 

               （「はい」と声あり） 

○改革と展望－2003 年度改定（原案） 
（竹中議員） 続いて、「改革と展望」について。前回、12 月５日の諮問会議における

デフレに関する議論について、私の方から説明をさせていただき、その後、原案に

ついて説明をさせていただく。 

    資料「１」の「デフレについての現状判断」では、種々の物価の動向を総合して

みると、我が国経済は緩やかなデフレ、すなわち持続的な物価下落の状況にあると

いう認識である。「２」の「物価動向の判断について」は、人々、すなわち消費者

や企業は、消費者物価、企業物価を見ながらインフレ心理、デフレ心理を形成して

いるのではとの意見があった。また、ＧＤＰデフレータには、技術革新が進み物価

が下がる状態において下落幅が他の物価指数に比べて大きめになる傾向があるこ

とも踏まえて、物価経済情勢を判断する必要があるとの意見があった。以上を総合

すれば、種々の物価指数を適切に判断しながら、物価経済情勢を判断していく必要

があることに意見の一致がみられた。なお、日本銀行は消費者物価指数を基本的な

判断事項として政策運営を行っている。「３」の「デフレの克服に向けた取組み」

について、中期的に名目成長率を高めるためには、デフレを克服しながら、民間需

要主導の持続的な成長を実現していくことが重要である。そのために構造改革を加

速・拡大するとともに、デフレ克服を目指して政府・日本銀行は協力して取り組む

ことが必要であることに意見の一致がみられた。デフレは貨幣的現象であり、マネ

ーサプライの増加は物価の上昇に直接的に結びつくとの意見があった。他方、マネ

ーサプライはほとんどが企業や家計の保有する預金であり、これが増加するという

ことは、預金貸出が増加、すなわち金融機関の資産、負債両面が増加することを意

味するため、資金需要面からは企業活動の活発化、資金供給面からは不良債権間題

等の構造問題の解決が重要であって、実体面と金融面をあまり分離して論ずるべき

ではないとの意見があった。また、デフレ克服に向け、マネーサプライの伸び率が

まだ低いということも１つの指標として、政府・日本銀行が一体となって取り組む

必要があるとの意見があった。 

 次に、「改革と展望－2003 年度改定」の原案について、説明をさせていただく。 

（小平政策統括官） １ページ目。上半分は、今回の改定の基本的な考え方を取りまと

めたもの。その下は、今回の改定の対象期間を来年度から 2008 年度までの５年間
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を対象とするとしている。プライマリーバランスについては、2010 年代初頭まで

の期間を視野に入れる。 

    ２ページ目は、「１．経済財政状況」で、足元の経済情勢についてまとめてある。

雇用情勢は依然として厳しいものの持ち直しの動き、企業収益の改善等、企業部門

に前向きの動きなど、景気は持ち直しているが、規模・業種間、あるいは地域差が

みられる。景気回復の動きを全体に広げていく必要があるとしている。 

   その次、物価の動向について、種々の物価動向等を総合的に勘案すれば、我が国

経済は緩やかなデフレ状況にあるものの、変化の兆しがみられるとしている。 

   「２．中期的な経済財政運営の基本方針」について、対象期間中の経済財政政策

は安定的に運営する。また、景気が極めて厳しい状況となる場合には、大胆かつ柔

軟な政策対応を行うとしている。 

３ページ目の最初は 2004 年度までの「集中調整期間」ついての政策の考え方を

まとめている。 

    それから、デフレ克服と民間需要の持続的な拡大のためには、実効性ある金融政

策とその波及メカニズムの強化など、金融面での対応が重要。こうした政府・日本

銀行の取組みにより、人々のデフレ懸念は払拭されていくと見込まれるとしている。

さらに、構造改革等で５つの効果を通じてデフレ克服に寄与するものと見込まれる

としている。①が規制改革の一層の推進等によって、創造的な企業活動を促し、新

規需要を拡大する。②が持続可能な財政、社会保障制度の確立等によって将来への

不確実性、リスクを軽減する。③が企業・産業と金融的一体的再生に向けた取組み

等によって、民間部門の収益率改善に向けた環境を整備する。④が税制改革、持続

的な経済社会の活性化を実現する税制改革。⑤が①から④の取組みを通じて資金需

要を拡大すると同時に、金融仲介機能を回復すること、産業金融機能を強化するこ

とによって資金供給を円滑化する。 

   ４ページ。デフレ克服を目指し、政府・日本銀行は一体となって早期のプラスの

物価上昇率実現に向けて取り組む。日本銀行は、消費者物価指数の前年比上昇率が

安定的にゼロ以上となるまで、量的緩和政策を継続することを約束している。10

月に量的緩和の継続に関する具体的な条件を示し、コミットメントを明確化した。

さらに、金融システムの構築に向けた取組みと、日本銀行による金融政策の波及メ

カニズムを強化するための取組みなどにより、資金供給が増大していくことが期待

される。 

    経済の展望については、現在出つつある統計等を踏まえて、物価動向の展望、経

済成長の展望について、今後作成していく予定である。それから物価動向について

は、消費者物価等、種々の物価関連統計を総合的に勘案する必要があるとしている。 

    歳出抑制の目標とプライマリーバランスについて、2006 年度までの間、政府の大

きさは 2002 年度の水準を上回らない程度とすることを目指す。 

    ５ページ目、（Ｐ）表記については、来年度予算の確定を待って最終的な記述を

確定したいということでペンディング（Ｐ）になっている。 

   それから、2006 年度までに国と地方の双方が歳出削減努力を積み重ねつつ、必要

な行政サービスと歳出水準を見極め、また経済活性化の進展状況及び財政事情を踏

まえ、必要な財政上の措置を判断するとしている。2007 年度以降も、それ以前と

同程度の財政収支改善努力を行うと同時に、民間需要主導の持続的成長を実現する

ことにより、2010 年代初頭におけるプライマリーバランスの黒字化を目指す。 

    「３．構造改革の加速・拡大」については、（１）が「活力ある経済社会の実現

に向けた民間主導の経済成長の強化」、（２）が「地域の真の自立と再生」、（３）が
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「少子化対策と持続可能な社会保障制度の構築」について述べてある。（４）の「持

続可能な財政の構築」の「公共投資」については、2006 年度までの間、景気対策

のための大幅な追加が行われていた以前の水準を目安に、更なる重点化・効率化を

推進するとしてある。それから、次が「包括的かつ抜本的な税制改革の継続的実施」

ということで、それを中心に包括的かつ抜本的な税制改革に引き続き取り組むと。

その際、歳出の徹底した見直しと併せ、幅広く検討を行うとしている。それから「予

算制度改革」、「公的債務管理」について述べてある。 

（麻生議員） ８ページ目の国家公務員の定員合理化のところで、治安対策も踏まえる

ようにしていただきたい。 

（中川議員）  デフレに関して、数年前に「調整インフレ」という言葉が一時期あった

が、それを経験した先人たちのお話を聞くと、これは決していい手法ではないとい

うことが言われた。適当な言葉がない中、デフレに入りつつある、あるいは入った

状況から何とか脱却するという過程で、「インフレターゲティング」という言葉が

出てきた。日銀総裁は消費者物価を見ながら機動的に対応するとおっしゃっている。

金利政策の観点から一時期マイナス金利という議論もあったが、短期金利がゼロと

なっている中で、インフレが正しいというつもりは毛頭ないけれども、長期金利と

短期金利の差の拡大ということが、インフレ期待を高めて、デフレからの脱却につ

ながるという議論について、どう成り立つのかお教え頂きたい。 

（福井議員） 今、日本銀行が進めている政策のフレームワークと、インフレターゲテ

ィングを対比して考えれば、今の中川議員からのご質問への回答が非常にクリアに

浮かび上がる。日本銀行が現在進めている政策は、消費者物価の前年比上昇率が安

定的にゼロ％以上となるまで緩和を続けることを約束するものである。緩和を続け

ることにコミットする政策の意味は、人々が日本銀行のコミットメントを信認すれ

ば、短期金利がゼロ％となるだけでなく、やや長めの金利も安定化する、言い換え

れば、イールドカーブがフラット化する方向に促されるということにある。この結

果、企業が構造調整を進め、新たな投資を行い易くなる環境が整い、デフレ克服の

ための実体経済活動の活性化につながるというふうになると思う。 

   一方、インフレターゲティングは、人々のインフレ心理に直接働きかけようとい

う政策である。この政策は、日本銀行がある日インフレターゲティングを掲げたら、

人々のインフレ心理が急に高まるということを前提としている。そうしたことが可

能かどうかは疑問であるが、その点は別にしても、金融市場においては、短期金利

を一生懸命日本銀行がゼロに抑えても、長期金利が直ちに上がる、つまり、イール

ドカーブが立つことになる。そうすると、企業の構造調整等は遅れることになるし、

新たな投資にも抑制的な影響を与えると思う。 

    今御説明した点が、最も違うところだと御理解いただきたい。日本銀行がねらっ

ているのは、我慢強くきちんと構造改革を進め、健全な経済回復というパスに持っ

ていくことであり、そのために、我々はイールドカーブを安定的に保ちながら、こ

の時期を経過していきたい。その間に企業も金融機関も構造改革を行い、新規の投

資に着手する時期を早く見いだしてほしいという政策である。 

（本間議員） インフレ期待という問題に関連して申し上げる。消費者及び企業経営者

の方々がどういう期待を持つかということは重要な要素であり、イールドカーブが

フラットになることに伴って企業行動のいわば合理化に向けたインセンティブが

出てくるという面は、もちろん総裁がおっしゃるとおりあるのだろうと思うが、並

足のインフレーションが企業行動にとって将来の収益という点では、非常に大きな

プラス要因になる。そのシグナルをどう読むかは、今のように景気の過渡期におい
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ては、企業にとって重要である。政策としては、どちらがプラスの効果を伴うかと

いう判断がそこにないと私はいけないのだろうと思う。むしろ、これからは期待に

前向きの要素を加味しながら、積極的な方向に企業経営が転換していくというシグ

ナルを、日銀がマネーサプライ、あるいは金融政策のスタンスとして出していくこ

とが私は今の局面で非常に重要ではないかという感じがする。 

（福井議員）  日本銀行は、今、本間議員から御指摘のあった点もきちんと考慮して政

策を行っている。我々はイールドカーブを安定的にするように促すと申し上げたけ

れども、人々のインフレ期待まで押さえ込んで、イールドカーブをフラットにしよ

うとしているわけではない。今我々がやろうとしていることは、物価上昇率がプラ

スになるまでは、たとえその前の段階から人々が明るい見通しを持つことによって

期待インフレ率が上がっても、ここで従来の金融政策であれば直ちに引き締めを考

え始めるのだが、我々は量的緩和を解除しない、と約束している点、ここにポイン

トがある。我々は精一杯量的緩和を続けるので、金融機関そして産業界も、その間、

自分たちでこの時間を有効に活用してほしいと考えており、そこに小泉内閣の構造

改革と表裏一体の我々の最大限の苦労と努力が潜んでいると理解して頂きたい。 

（本間議員） その点は、私もよく理解をしている。クルーグマン氏のような御議論が

一方である。この辺についてはいかがか。私はなだらかな形での期待形成の中でも、

やはりポジティブな有り様を、スタンスとして示してしかるべきではないかと思う

が。 

（福井議員）  クルーグマン氏とは私も個人的に何度も議論しているが、彼の主張は全

く納得できない。彼は、要するに、人々のインフレ期待というのを政策的にマネー

ジし得る、コントロールし得るという理解に立っているが、そこは極めて幻想だと

私は思う。 

（麻生議員） 別の話だが、金利が限りなくゼロ、企業は金利が全然つかないにもかか

わらず金を借りようとしない。利益の最大化を目指さず、債務の最小化を図るとい

う企業心理の状況にあって、金融政策によって景気というのは刺激し得るものか。 

（福井議員）  金融緩和政策、構造改革政策、そしてマネーサプライの３つの関係をも

う一回整理させていただく。 

まず金融緩和政策と、構造改革政策は、両方ともある意味で企業・金融機関の経

済活動を活発にし、マネーサプライを増やす。つまり、前向きな要素を持っている

と思う。 

我々は、金融緩和政策として流動性をたくさん供給し、またその波及メカニズム

を改善しようとしている。それは本来的な金融緩和効果をもって、マネーサプライ

を増やす、そういうベクトルが働くものである。 

   もう１つは構造改革政策、これは企業のリストラ促進、それから金融機関の不良

債権の処理、短期的にはそういう形で出てくる。しかし、もう少し長い目でみると、

企業のリストラが進めば、損益分岐点が下がって新規の投資がしやすくなる。今、

製造業についてはその段階に来ており、設備投資が増えている。それから金融機関

の方は、不良債権を処理して身軽になれば、新規の融資を開拓したくなる。今、大

手の銀行はその段階に来ている。ただし、従来のように、新規に貸し出しをしたく

なった時にも貸出が増えていないというのが現状だが、その理由の１つには構造要

因がある。これからは、従来とは違って担保に単純に頼って金を貸すのではなく、

リスクに見合った金利をとりながら貸し出しをしていかないと、世の中に合ってい

かない。その部分で少しエンジンブレーキがかかっている。しかし、これは悲観す
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べき材料ではなく、将来につながるむしろいい材料と評価すべき。 

    今までが大体前向きの話である。今度は金融緩和と構造改革が、マネーサプライ

に関して、当面ネガティブに働く要素について触れたい。金融緩和をすれば企業は

リストラをしやすくなる。金融機関の不良債権処理も金融緩和のもとのほうが進め

やすい。つまり金融緩和は、企業・金融機関、両方の構造改革を促す作用を持って

いる。企業がリストラを進める過程では、過剰投資、過剰借り入れの調整をやって

くれないと構造改革は何も実を結ばないわけだが、それを現にやってくれている。

その間は、借金を返す、つまり借り入れをしないだけではなくむしろ減らす。結果

としてどうしてもマネーサプライは減る。それから、金融機関は不良債権の処理を

する。債務の返済をしない先に対しては不良債権として処理をしなければいけない

が、その際、借金が返せなくなった企業の持っている残りの預金と、貸出残高の相

殺が行われる。これもまた貸し出しが減る要因である。この両方の作用が今並行し

て進んでいる。 

   したがって、最終的に出てきたマネーサプライの伸び率が高いか低いかというこ

とはもちろん論点の１つだが、中身を分解して、構造改革によりマネーサプライが

当然減るべき過程がどこまで進み、構造改革が進んで新たに今度はマネーサプライ

が増えていく要因の方にどういうふうにスイッチしていっているかということを

きちんと判断しないと、政策の判断としては正しくならない。我々はそこをきちん

と見ながらやらせていただきたいと考えている。 

（麻生議員） プラスになっていくのは、あとどれぐらいか。 

（福井議員）  大企業、製造業においては、既に構造調整をかなり進めていると思う。

企業の借金の残高と売上高を比較すると、仮にバブル以前が正常値だとすれば、大

企業、製造業においてはほとんどそれに近いところまでもう戻っている。ただ、私

はこれからの競争の厳しい社会においては、企業は、借金の比率についてバブル以

前の水準を正常値とするのではなくて、もう少し低いところを目指していくのでは

ないかと思う。 

   ところが、非製造業になるとまだバブル以前の段階にかなり距離を残している。

これから、相当な期間をかけて構造調整を進めないといけない部分が残っていると

思う。 

（吉川議員）  今、福井議員が仰ったことはよく理解できた。マネーサプライの動向に

ついては、前回の会議でも福井議員は仰ったと思うが、現在は借入金の返済がある。

しかし一方ではニューマネー、グロスの貸し出しがあって、マネーサプライは、そ

の差であるネットの純の貸し出しによって大きく影響される。グロス、つまり新規

の貸出と借入金返済の統計は公表をされているのか。それを使ってマネーサプライ

の動きにつき、世の中に日本銀行として説明されているのか。 

（日本銀行審議役） 公表している統計は、ネットの数字である。 

（吉川議員）  グロスの統計が政策判断上ものすごく重要。日本銀行は、それを何らか

の形でとって政策運営に当たるべきと思う。 

（福井議員） 統計技術的には非常に難しいと思う。また、もし分解可能だったとして

も、新しく増えているのは望ましい増加だし、リストラに伴って貸し出しが落ちて

いるのも、望ましくない減少ではなくて、望ましい減少だと思っている。つまり、

望ましい増加と望ましい減少がネットアウトしたのが今のマネーサプライの状況

であり、現在のマネーサプライの増加率が低いというのはある程度当然だと思う。

それに加えて、望ましくない減少が起きないように政策努力でつみとるように頑張

っている。 
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（吉川議員）  話としては、福井議員が仰っていることはよく理解できる。ただ問題は、

経済の議論だからやはり数字が重要だと思う。 

（福井議員）  コストをかけないでそういう厳密な統計がとれるかどうかは疑問である。 

（中川議員）  １点だけ。私の仕事の立場から、大企業の製造業に限ってだが、やはり

非製造業の地域の中小企業というものがひょっとしたら大企業のリストラの中で

過重な負担を背負われているかもしれない。一部の業態に明るさが見えてきたこと

は事実。だからといって全体の、例えば金融政策とか、そういうものに影響なり何

なりを与えないようにぜひ御理解をいただきたいと思う。 

（福井議員） もう一度繰り返すが、日本銀行は、ＣＰＩ、つまり消費者物価の前年比

の変化率と量的緩和政策の継続時期を明確にリンクさせることで、今後とも金融政

策運営に関して、わかりやすく説明しながら進めていく。政策の具体的な中身とし

ては量的緩和の継続、トランスミッションメカニズムの改善ということを中心に運

営していく。また、マネーサプライについては極力正確に分析していき、大きな変

化や注意すべき動きがあれば、分析・調査の結果を対外的にも示していくつもりで

ある。 

（本間議員） 私ども日銀の御努力を非常に高く評価をしているということが前提だが、

前回も申し上げた通り、日銀の指標としてのＣＰＩプラスの領域の問題と、政府、

あるいは党のコミットメントという観点で、ＧＤＰの名目成長率２％との接合関係

というものを、どのように注意深く政策運営の中に反映させていくかということが、

重要である。政府・日銀は協力の一体性を、ぜひ歩調を合わせてお願いできれば、

期待形成においても非常にプラスの役割を果たしていくのではないかということ

が第１点。それから、もう一段の御努力をお願いしたい点がある。これは金融シス

テムの改革の関係、あるいはペイオフとの関係の中で、恐らくマネタリーベースと

マネーサプライの関係が、他の要因を一定にすると、弱くなっていく可能性が出て

くるのではないか。例えば足利銀行への対応というのは、私は竹中大臣の御努力等

によって非常によかったと思うが、地銀が個体の金融機関の行動からすると、自分

の経営の健全性を追求するという意味で、貸出に対して抑制的な行動をとりかねな

い、そういう要因が一方である。さらに平成 17 年の４月１日のペイオフの本格的

な解禁が決まっているから、これから考えると、個体の金融機関としては、リスク

をとるようなインセンティブがあまりないのではないか。弱含みの状況を前提にし

ながら、それをプラスの方向にどう持っていくかということになると、これは金融

庁と日銀が一体となって考えなければならない課題だと思う。リレーションシップ

バンキングの強化をどういう具合に具体的に政府全体として実現していくか、もう

一段工夫が要るのではないかという具合に思っている。 

（福井議員） 企業・金融機関の経済活動をきちんとモニタリングしていくことが、今

の情勢あるいは今後予想される情勢の下では最も現実的だと思う。日本銀行はネッ

トワークを使って総力を挙げ、もちろん金融庁、経済産業省の御協力を頂きながら、

実体経済をきちんとモニターし、政策対応したい。本間議員が仰ったベースマネー

とマネーサプライという捉え方も大事でないとは言わないが、ベースマネーとマネ

ーサプライの関係は、90 年代に入って以降、日本だけではなく、アメリカ、ヨー

ロッパでも、従来の安定的な関係が完全に崩れている。このため、この枠組みだけ

で見ていては正しい判断ができないと思う。 

（竹中議員） 今回の「改革と展望」の中で、非常に注目される点が２つある。１つは、

2010 年代のプライマリーバランスの回復の道筋をどのように示すか、ということ。

「改革と展望」に数字が入った段階でまたご覧頂くが、恐らく、今年度から来年度
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にかけてその重要な一歩を踏み出す、という姿を示せるのではないかと思っている。

 もう１つは、2006 年名目成長率２％の実現、つまり、デフレの克服にどのよう

な道筋を示すか、についても注目が集まると思う。御議論頂いたように、２番目の

問題については、専門家の間でも意見が分かれており、我々としても、明確な道筋

に向けてさらに議論が必要。いろいろな議論があるが、先ほどのお話をお聞きし、

特に２つ重要なポイントがあると思う。その１つは、マネーと物価がどの程度関連

しているのか、つまり、デフレがどの程度貨幣的現象と言えるのか、という点。こ

れについては、浜田前経済社会総合研究所長は、優れて貨幣的現象であるというお

立場、福井議員は、それは少し違うのではないかというお立場、だと思う。２つ目

は、マネーそのものに対して、中央銀行は一体どのような働きかけができるのか、

という点。これについては、マネーサプライは個々の預金貸出の結果であるという

議論がある一方、資産の購入によって直接マネーのコントロールができる力を日銀

が持っているのではないかという議論もある。こうした点を踏まえ、福井議員から

「マネーサプライの実情、分析はしっかりやる。」というお話がなされたため、我々

としても、引き続きそういった問題意識を持ちながら、「改革と展望」をしっかり

と示し、実現していき、まさしく政府・日銀一体となって引き続き議論を深めてい

きたいと思う。次回、このことについて調整したものをお示しする。 

○平成 16 年度予算の基本的方向について 

（竹中議員） 次に、谷垣議員から、予算編成の状況について御報告頂く。 

（谷垣議員） 予算編成については、先般閣議決定した「予算編成の基本方針」を踏ま

えながら、これから大詰めの作業に入っていく。その際、持続可能な財政構造の構

築に向けて歳出を抑制する中においても、活力ある経済社会の実現に向けて予算の

メリハリづけを行うことが重要だと考えているため、「構造改革の視点」と「効率

化の視点」を基本的な視点としてやっていきたい。 

   まず、「構造改革の視点」について。国と地方の改革、年金制度改革は、来年度

予算の最大のテーマであり、今まさに調整をして頂いている最中であるが、その結

論を予算編成に適切に反映していきたい。また、前回ご説明したため詳細な説明は

省略するが、モデル事業、政策群など予算手法のイノベーションにも取り組む。そ

して、財政の透明性を確保して説明責任を果たしていくための地道な取組みとして、

特別会計について企業会計的手法を活用した財務書類を作成する。 

   次に、「効率化の視点」について。単価の見直し、事業の無駄の排除といった地

道な取組みが求められることはもちろんだが、特に予算執行調査は、15 年度にお

いては、18 の特別会計の 20 事業を含む 51 事業を対象とするなど去年に比べて充

実・強化し、その調査結果を 16 年度予算に反映していく。また、コスト縮減につ

いては、中部国際空港など民間の事例を踏まえ、民間に比べて特に取扱いが異なる

と指摘されている積算と発注方式につき、大口取引価格の把握や交渉方式の導入と

いった新たな取組みを行い、平成 16 年度予算に反映していきたい。特別会計の見

直しについては、平成 16 年度から、できるところから速やかに着手していきたい

と思っている。 

 最終的な平成 16 年度予算の姿については、次の２点を確保することが大切だと

思う。 

１点目は「メリハリの視点（２割増要望と歳出効率化の両立）」。去年と同じく２

割増要望とすることで、新規要求を含めて幅広い要求・要望を受け付け、現在、各

省の要求・要望内容を精査しているところだが、今後、歳出の効率化を図りながら

メリハリをつけていきたい。資料に記載した今年の各省の一丁目一番地的な要求・
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要望を通じて、活力ある経済社会の実現を図っていきたいと思う。 

   ２点目は「国債発行額抑制の視点」。まだ予算全体のフレームを示すところまで

至っていないため、資料には、16 年度概算要求額と今年２月の後年度影響試算の

額を仮置きした数字を記載している。今まで申し上げた３つの視点に立った努力を

するとともに、最終的には国債発行額の抑制に努めることが必要だ。税収について

は、税制改正と税源移譲が今後の課題であり、一般歳出については、減要因、増要

因それぞれあるが、実質的に前年度以下の水準へ抑制することが課題だ。また、地

方交付税については、地方財政計画の歳出の各項目を徹底的に見直し、大幅に削減

をしていきたいと考えている。こうした取組を通じ、国債発行額を極力抑え、昨年

度からの増加額を少しでも抑制したい。 

   最後に、平成 15 年度補正予算について触れさせて頂く。平成 15 年度の財政事情

としては、歳出面で社会保障関連の義務的経費、災害関連の経費、そしてイラク復

興支援のための経済協力、といった当初予算編成時には想定し得なかったやむを得

ない経費増が見込まれる。現下の経済財政の状況を踏まえると、経済対策を実施す

るための補正予算が必要とは考えていないが、こうしたやむを得ない追加財政需要

に対応するための補正予算は必要になると考えている。現在、こうした追加財政需

要について精査しているところであり、税収の動向を十分見極めなければならない

が、国債を増発しないことを目指して取り組む。 

（本間議員） 資料の「国債発行額抑制の視点」における 48.1 兆円の概算要求額につ

いて、増要因として「年金物価スライドを完全実施しない場合」が記載されている

が、これは物価調整をしないことを前提にしているのか。物価調整については、現

在、マイナス 0.4％からマイナス 2.1％の間で考え方に幅があるが、如何か。 

（谷垣議員） 実施しない場合を前提と考えているわけではなく、ぜひ、実施して頂く

方向で結論を出したいと考えている。いろいろなことを想定したということ。 

（本間議員） 資料左上の「構造改革の論点」にもあるように、年金制度改革について

持続可能な制度の構築について議論をしている時に、この物価スライドすら実現で

きないということでは、こうした視点に沿った年金制度改革はおぼつかなくなると

思うので、ぜひ御尽力頂きたい。 

（竹中議員） 大変心強い応援が谷垣議員にあったということで（笑）。 

他に何かあればどうぞ。 

（麻生議員） 「改革と展望－2003 年度改定（原案）」には、予算制度改革、複数年度

の視点についての記載があるが、谷垣議員提出資料には･･･。 

（谷垣議員） モデル事業、政策群という形で記載している。前回御説明したので、今

回は詳細な説明を省略させて頂いた。 

（本間議員） 私から、もう１点申し上げる。この時期には、「予算編成の基本方針」、

「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」、そして「改革と展望」と政府の決定

が連なっているが、冒頭竹中議員が指摘された通り、内容的に重複感があり、それ

ぞれ何を目的としているのか、やや分かりづらい。今年はもうやむを得ないが、一

度整理して頂き、この３つをどう接合して、どのようにきちんとした姿・形にする

かについて、一度諮問会議で議論させて頂きたいと思っている。 

（竹中議員） 先ほど申し上げた方針で、ぜひ考えてみたい。 

（中川議員） 最後に、ご報告を。以前、牛尾議員から御指摘のあった、企業再生、特

に中小企業・個人の再生における無期限・無制限の根保証の問題と、破産後の自由

財産の問題については、金融庁および法務省とともに鋭意検討をしているところ。

前者については、可能な限り過度な負担にならないようにするにはどうすべきか、

 9



 

 10

過去の借入分に対しても遡及して適用することが可能か否か、について、特に法務

省と、非常に難しい議論を行っているという報告を事務方より受けている。また、

破産法の自由財産の問題についても、必要な生活水準・金額限度の引き上げにつき、

３ヶ月に亘ってなど、裁判所の柔軟性も含め、可能な限り検討していきたいと考え

ている。 

（竹中議員） よろしいでしょうか。 

（小泉議長） はい。ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

 

（ 以 上 ） 


