
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

  

 

 

 

   

平成 16 年第 1回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2004 年 1 月 16 日(木) 16:45～17:15  

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 奥田 碩 トヨタ自動車(株)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)構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定について  

(2)今後の進め方についての自由討議 

3．閉会 

（説明資料） 

○構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定（案）  

○平成 16 年の経済財政諮問会議の課題（有識者議員提出資料）  

（配付資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第９号について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	それでは、ただいまから今年第１回目の「経済財政諮問会議」を開催

いたします。 
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平成 16 年第 1回 議事録 

今年、諮問会議４年目でありますが、引き続き活発な御審議をお願いいたしま

す。本日、時間が30分以内と限られております。 

本日は、まず改革と展望－2003年度改定について、諮問・答申を行った後、残

された時間で今後の進め方について、その他も含めてで結構でございますけれど

も、自由討議をさせていただきます。 

○構造改革と経済財政の中期展望－2003年度改定について 

（竹中議員） それでは、「改革と展望－2003年度改定」ですが、まず諮問につきま

して、小泉総理から御発言をお願いいたします。 

（小泉議長）  本日は、「構造改革と経済財政の中期展望－2003年度改定」の作成を

諮問することとしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。今の諮問文は資料としてお手元に配布して

おります。本日提出しております改定の案につきましては、前回の諮問会議にお

いてお示ししたものから、大きな変更点はございません。本日は、参考資料とし

まして、経済財政モデルを活用した試算をお配りしております。その中身につき

まして、小平統括官から説明をいたします。 

（小平統括官） それでは、お手元の参考資料に沿いまして、簡単に御説明を申し上

げます。この参考資料の性格でございますけれども、表紙、それから１ページ目

に書いてございますように、審議のための参考として内閣府が作成したものであ

り、政府としての目標という性格のものではございませんで、本文と違いまして

閣議決定の対象にはなっておりません。 

試算に当たりましては、１ページ目をお開けいただけますと、１ページ目の２

にどういう前提で試算をしたかということを述べております。ここにございます

ように、三位一体の改革につきましては、「基本方針2003」を踏まえ2004年度政

府予算案において具体化した改革を反映しております。 

また、年金改革につきましては、次の２ページをお開けいただきますと、（２）

の「・社会保障費」、その中の「年金」に書いてございますように、保険料率を

2004年10月から毎年0.354％ずつ引き上げると。基礎的年金国庫負担割合について

は、2009年度までに段階的に２分の１に引き上げていく等の前提をおいておりま

す。そのような構造改革等につきましての、さまざまな前提を置いております。 

こういう前提の下に、モデル等を使いまして試算をいたしました結果を、３ペ

ージ、４ページにまとめております。 

最後の５ページをお開けいただきたいと思いますけれども、今ごらんをいただ

きました、３ページ、４ページの2004年度～2008年度まで、これは今回の「改革

と展望」の改定の対象期間でございますけれども、その数字をグラフにいたして

ございます。 

まず、上のグラフでございますけれども、経済成長率と基礎的財政収支、下の

方には物価上昇率を示しております。このグラフにつきましては、前回、昨年末

の諮問会議で御説明を申し上げましたけれども、基本的にはその際のグラフと変
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平成 16 年第 1回 議事録 

わっておりません。その後の政府予算案の決定等に伴いまして、確定をいたしま

した予算額、国債発行額等の数字を反映しております。 

上の経済成長率のグラフをごらんいただきますと、2005年度までは名目成長率

が実質成長率を下回っておりますけれども、2006年度に名目成長率が2.1％、実質

成長率が2.0％というふうになって以降は、名目が実質を上回って推移をするとい

う試算の結果になっております。 

棒グラフにつきましては、国と地方を併せました基礎的財政収支、プライマリ

ー・バランスのＧＤＰに対する比率の推移を示しておりますけれども、これにつ

きましては2003年度は2002年度に比べて若干減っておりますけれども、2004年度

には更に0.8％程度減るということで、2008年度にかけて毎年減ってまいりまして、

右側にございますように今回の試算では、2013年度に若干の黒字になるという試

算になっているところでございます。 

下の図の物価上昇率でございますけれども、前回は消費者物価のみお示しをし

たわけでございますけれども、今回は国内企業物価とＧＤＰデフレーターにつき

ましても、グラフとしてお示しをしております。消費者物価と国内企業物価につ

きましては2005年度、ＧＤＰデフレーターにつきましては2006年度に、それぞれ

伸び率がプラスに転じるというふうに試算をいたしております。 

このように、改革と展望に沿いました政策等を進めることで、デフレが克服を

されるという姿を示しておるところでございます。 

なお、試算につきましては、誤差等を伴っておりますので、相当の幅を持って

見ていただきたいというふうに存じております。 

以上、簡単に御説明を申し上げました。 

（竹中議員） 試算等々を含めまして、特に御質問等ございますでしょうか。よろし

ゅうございますでしょうか。 

それでは「構想改革と経済財政の中期展望－2003年度改定」を、経済財政諮問

会議の答申として決定させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、ここでプレスが入場いたしますので、しばらくお待ちをいただきた

いと思います。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員） それでは、先ほど総理に「構想改革と経済財政の中期展望－2003年度

改定」が答申されましたので、総理からごあいさつをお願いいたします。 

（小泉議長） 答申をいただき、誠にありがとうございます。今後この答申を早急に

閣議決定いたしまして、中期的な経済財政運営に関する政府の基本方針としたい

と思います。この諮問会議も早いもので、もう４年目を迎えました。内外課題が

山積しておりますが、今後とも引き続き皆様方の御協力をいただきまして、この

改革路線を確固たる軌道に乗せて、経済再生を実現していきたいと思いますので、

よろしく御指導をお願いいたします。 
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平成 16 年第 1回 議事録 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして今後の諮問会議の進め方について、残された若干の時間

でありますが、自由討議をしていただきたいと思います。民間有識者議員から御

発言をお願いいたします。 

○今後の進め方の自由討議

（本間議員） それでは、民間４議員のペーパーを出させていただいておりますので、

私の方から簡単に説明をさせていただきたいと思います。 

16年度は集中調整期間の最後の年でございまして、先ほどのお話にもございま

したとおり、マクロ的なパフォーマンスで見れば非常に大きな成果が上がってお

ります。集中調整期間は、言わば負の遺産をどのように克服していくかという発

想の中で、構造改革を進めてきたわけでありますけれども、金融システム改革が

かなり前進をいたしております。また、今、私は２％の前半ぐらいが我が国の実

力、潜在成長率だと思っておりますけれども、財政出動なしに、この数字に近い

実質経済成長率が実現している段階でありまして、そういう意味ではこのナロ

ー・パスの間をうまく乗り切ってきたのではないかと思います。 

そして、強調すべき点は、やはりプライマリー・バランスが改善に向けてスタ

ートしたこと。更には、デフレ。この問題は深刻な問題として懸念されておりま

したけれども、消費者物価指数を見てみましても、かなり急ピッチで改善してい

る。そして今日「改革と展望」の中で示されているとおり、名目と実質の成長率

の乖離の解消についても見通しが立つ段階に入ってきたと思っております。 

そして、何よりもこれまでタブー視されてきた課題に果敢に取り組み、成果を

上げつつあるという段階になってまいりました。したがって、この動きというも

のを今後加速をして、この萌芽を大樹に結び付けていく努力を来年の前半期では

十分に議論し、今年の「改革と展望」を踏まえつつ、「基本方針2004」に結び付

けていくということが非常に重要なテーマになってくるのではないかと思います。

現在は、中期的な課題を展望しつつ、より一段質の高い経済へどのように移行

していく、離陸期に来ているのだろうと考えております。 

その意味で、「基本方針2004」は決定的に重要な役割を果たすんだろうと思っ

ておりまして、これまでやってきたことを整理しつつ、その進捗状況、今後の取

り組み、そして将来に向けての新たな課題設定があるとすれば、それをきちんと

明示して、そして実施体制の強化をする必要性があろうかと思います。 

このやり方というのは、政府のコミットメントを国民に明らかにして、わかり

やすく改革の必要性を説得すると同時に、効果が上がっているということを実感

させるためには、必要不可欠なプロセスではないかというふうに考えております。

具体的に検討すべきテーマにつきましては、最後のページに参考として挙げて

おります。これをきちんと整理をし、かつ今後の検討課題にまとめ上げていくた

めに、経済財政諮問会議を最大限に活用し、総理のリーダーシップにより各府省
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が具体的・戦略的に対応して頂くような工夫が必要だと考えております。 

そして、我々の努力というものが残念ながら、広報の面では、十分にマスコミ

等を通じて伝わっていない嫌いというものもございます。そういう点でもう一段

の体制の強化と工夫ということをお願いしたいと思っております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。諮問会議の進め方につきましては、今日皆

さんに自由討議をしていただきまして、それを踏まえて次回の諮問会議で私の方

から具体的な提案をさせていただきたいと思っております。今の民間議員の御指

摘も踏まえまして、どうぞ自由に御議論をいただきたいと思います。吉川議員、

どうぞ。 

（吉川議員） 今、本間先生がおっしゃったことの繰り返しになりますけれども、過

去２年半ほどの経済運営を振り返ってみますと、当初は状況が非常に厳しかった

けれども、そうした中でさまざまな議論がある中、この内閣では財政の問題も１

つ非常に重要な問題だという認識に立って、財政の大盤振舞をしない中で民間需

要主導の成長につなげるんだというスタンスを一貫して取ってきた。そうした中

で芽が出てきたのは、これはもう内外の識者が認めていることであって、やはり

成果であったと思います。 

その上で、回復を加速化する必要があると考えている。我々の紙の３枚目にリ

ストアップしてあります。いずれも難しい課題が多いわけですけれども、例えば

一番上の経済成長に関わるところは、私は比較的合意が得られやすいところでは

ないかと思います。前向きの話であって、合意も得られやすいところでしょう。

こうしたところを強化するのは、ほかの目標に取ってもプラスの影響があるわけ

ですから、そういう意味で経済活性化に関係したところを重視していくことは大

事なことだと思います。 

例えば、中川大臣は、年末に新産業創造戦略を説明されたと思いますが、具体

的なことも少し書いてありましたけれども、まだ必ずしもその全貌は明らかでな

い。こうした戦略を是非具体化していただきたい。 

政府としても、経済成長に関わることがあると思いますから、是非ともこうし

たところを加速化していただけたらと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣、どうぞ。 

（麻生議員） ここの進め方ですね。 

（竹中議員） はい。 

（麻生議員） ここは、やはり縦割行政を横断的にやるところがいいところなんじゃ

ないでしょうか。ですから、経済財政と言えば経済に直接関係してない話でも、

財政には必ず関係しているはずですから、そこのところをうまく柔軟に対応する

ことによって、いろんな問題に対応できるのではないかと思います。縦割という

のは、どうしても役所同士で積み上げていくと、最終的には大臣折衝ということ

になりますので、何とかそういう話がここででき得るような形が望ましいと思っ

ております。 

１つ例を、例えば今、ＩＴという話が、インフォメーション・コミュニケーシ
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ョン・テクノロジーになりましたので、世界中はＩＣＴと言っていると思います

が、日本は実はすさまじく影響力が世界中にある。しかも外務省のやっておりま

すＯＤＡでも通信技術が大きな役割を果たしている。 

そういった意味では、この話を担当するときに、海外でやるときに通産省も噛

んでいる，外務省も噛んでいる，ＩＴ担当大臣はいる、そして総務省も噛んでい

るというように、話がみんな込み入って、みんな総務大臣に行ってくださいと言

うけれども、窓口はここになっていませんから、ばらばらになって、どうにもな

らなくなって、今、非常にばらばらになっているという実態が実際のところあり

ます。 

それは、政調のときに結構さばいていたんですけれども、いざ自分がこれにな

ったらとてもじゃないことになってきておりますので、どこか総務省に窓口を絞

るとか、そういったこととか、ほかにも多分いっぱいあると思いますので、ここ

の小委員会でするなり、何かいろんなやり方があると思いますけれども、省庁横

断的な話をどうやるかというのが、ここでうまくさばかれたらいかがかと。提案

です。 

（竹中議員） ありがとうございます。牛尾議員、どうぞ 

（牛尾議員） 過去３年間を振り返ってみて、かなり大筋としてはうまく来たと思っ

ております。ただ、部門的にはやはり軋轢が強くて、スピードが遅くなったり、

うまくいっていない部分も多々残っておりますが、大筋で言えば日本のレベルで

言うと大変に改革が進んだと思っております。 

今、出ましたように、厚生省や教育等の社会保障負担と租税負担と、それから

赤字による負担額というものが、とにかく50％を超さないようにしようじゃない

かということを、常に全体として見ていかないといけない。 

年金の議論をするときでも、年金の負担が17％か18％か20％かという議論より

も、全体としてこれが増えればどこかを減らさないといけないことになるので、

全体としてものを見るという観点が、ともすれば最終段階では消えていくことで。

同時にサービスも、片方を50％に詰めるからには、行き過ぎた行政サービスと

いうものは自粛をして、規制撤廃で民にわたして、民が自分で、政府のサービス

ではなくて自分の採算でサービスを互いにやり取りするということを、もっと考

えないといけない。従来の公的なサービスを全然そのままにして、負担だけを減

らすわけにはいかないので、その辺を両方見ながら考えていくという点が非常に

大事だと思います。 

この３年間でちょっと、この質が非常に大事になるんですが、社会福祉に関し

てはやや小さくなることに成功していない。やはり全体のバランスから言うと、

大筋は非常に評価されると思いますが、残念ながら毎年0.3を始めとして、サービ

ス内容を減らしてでも同じような形で小さくするということにおいては、少し問

題があるなという気がいたしますと同時に、国際社会からの状況から見ると、日

本だけが唯一困った人と弱い人がすごい保護されているという状態と、アフリカ、

アジアに行くと、極端に貧しい人がいる。その差にもおおむね最低限の限界があ
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るんだろうと。こちらの福祉の１割節約すれば、こちらで1,000億円台の援助を増

やすことができるというときに、財政が難しいからと言ってＯＤＡを簡単に減ら

すことが本当にいいんだろうか。それは、やはりＯＤＡの在り方そのものには大

いに批判はありますけれども、日本人だけがいい目をして世界のことは余った金

だけでやるんだという思想そのものにも批判が出るんではないかということが１

つと。 

それから、総理の日米同盟と国際協調という話の中で、やはり相当なリスクを

承知の上で、イラクの復興に決意をされたということは、これまでも日本が最も

できなかった点で、大筋としては非常によかったと思います。しかし、従来の形

から、とにかく自分のところのことしか考えない、内向きの日本の中で、何かト

ラブルがあったときに、そら見たことかということになってきたときに、そうい

うときにもこの経済財政諮問会議は極めて冷静に、当然リスクはあるんだと、そ

の後どうするかということを冷静に考えるという勇気と冷静さを、細心にして周

到な発言をここが最もいの一番でするということを忘れてはならないと思います。

最後に、ちょっと長くなりますが、実態を調べるためには、企業から言うと複

式簿記で、連結決算で、キャッシュフローでものを見て、多年度予算で考えると

いう面が、国家予算は単式簿記で、単年度で、しかも連結ではないですね。各種

予算も特殊法人も特別会計もみんなばらばらになって、何が何だか全然見えない

と。そんなこと一遍に変えるのは難しいことは承知でありますけれども、この諮

問会議では国の決算というものを地方まで連結合算納税にして、連結で見て、複

式で見て、フローとストックのバランスシートをはっきり分けて見て、そしてキ

ャッシュフローと多年度決算で見るという仕組みを少しずつつくっていって、実

態を認識するということ、これはもう各省ではできないことであって、ここの民

間を入れた経済財政諮問会議ではそうやって現実を把握するということを、大ざ

っぱでもいいからやるべきだということを申し上げたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。谷垣大

臣、どうぞ。 

（谷垣議員） 今お話がありましたように、省庁横断的に大所高所から議論していた

だくという意味で、非常に成果を上げていただきましたし、その方針をきちっと

６月にまとめていただいて、そういう方針の下で私どもも予算編成や税制改革に

取り組んでいくと。こういう大きな方向が、だんだんここへ入って見えてきまし

て、何年かかけてやっていただいたんだなと思っております。 

ただ、ややほかの会議なんかでやっている報告事項とか書類がたくさん出てく

るというところが、かなりあるなと思いまして、私は先ほど牛尾さんがおっしゃ

ったように、では社会保障をやっていくときにどのぐらいのものに持っていくの

か、それは財政や日本の経済成長から見て、どういうものに持っていくのか、む

しろこういう議論にもっと実質的に時間を割いていただいて、いろいろあれもこ

れもたくさんあるので、なかなかそうはいかないのかもしれませんが、できるだ

けそういうところに焦点を絞っていただくような運営をお願いしたいと思います。
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（竹中議員） ありがとうございます。 

（小泉議長） 先ほどＩＴの件を言ったけれども、ＩＴはすごく進んで、もう我々の

実際の暮らしに反映しているけれども、前から旧通産と旧郵政のときから、経済

界も困っていたと思いますよ、縦割だから、旧通産の産業、経済。郵政のテレコ

ム産業。同じ金を財界はせびられて、何とか財団法人をつくって寄付を募られて、

もういいかげんにしてくれと言ったけれども、どうしても縦割でだめなんですね。

一時、この省庁再編でも、そういう話がありましたね。でも、政治的には郵政族

の方が強いから、ばんと反対でやられてしまったんですね。 

（麻生議員） 扱う通信機器と電波とが分かれているんですね。 

（小泉議長） 本当は一緒にやれば重複が省けるのに、これをうまくこの諮問会議を

使って、融合していかなければならない。 

（麻生議員） ここは今、仲がいいから話が早いですけれども、そうでなかったらえ

らいことになりますよ。 

（小泉議長） 大変なものだよ。縄張り争いで。 

（中川議員） 韓国なんかは通信全体を１つの役所にしたんですね。 

（麻生議員） 情報通信大臣でしたかね。 

（竹中議員） ありがとうございます。いろんな御指摘を踏まえて、次回に提示をさ

せていただきたいと思います。諮問会議の運び方については、これはまさに横割

で非常にしっかりと幅広くやってくれという議論と、一方でなかなか負担も大き

いからできるだけ重要問題に絞って議論しろと、常に２つの議論がございます。

２つとも理解できるところがあるわけですが、１つ重要な点は簡素化、効率化を

図れという点は、そのとおりだと思いますので、問題の所在も踏まえてバランス

を見ながら次回に御提示をさせていただきたいと思います。 

それでは、総理から御発言をお願いいたします。 

（小泉議長） いろいろ今までの成果を踏まえまして、これからますます経済財政諮

問会議の役割は重要になってまいりますので、今後ともようやく出てきた改革の

芽を大きな木に育てていくために、頑張らなければならないと思っておりますの

で、今年１年またよろしくお願いいたします。 

あと、16年度予算等を踏まえ、デフレの克服と民事主導の経済成長の実現に向

けて、経済を活性化していく、内需拡大を実現するための改革工程表を是非とも

策定していただきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） それでは、総理の御指示に従ってしっかりとやっていきたいと思いま

す。今の総理の御指示は、三位一体、年金改革、いろいろありますけれども、各

大臣においでをいただきまして、ここで議論をされて、大臣イニシアチブを中心

として、経済活性化に相当する部分については、急ぎそれを具体的なスケジュー

ルとして示すということであろうと思いますので、また御協力を是非よろしくお

願いいたします。 

それでは、以上をもちまして本日の諮問会議を終了させていただきます。あり
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がとうございます。 

（以 上） 

9



