
 

平成 16 年第１回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年１月 16 日(金) 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 

 

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

（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。 

 

○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）  諮問会議４年目、引き続き活発な御審議をお願いしたい。 

「構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定」について、諮問・答申を行っ

た後、今後の進め方について自由討議をさせていただく。 

まず諮問について、小泉総理から御発言をお願いしたい。 

（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

することとしたいので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）  ありがとうございました。「構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改
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定」の案については、昨年 12 月 25 日の諮問会議で示したものから、大きな変更点は

ない。参考資料として、経済財政モデルを活用した試算をお配りしている。内容につ

いて小平統括官から説明をする。 

（小平統括官）  この参考資料の性格について、表紙、それから１ページ目に書いてある

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、閣議決定の対象には

なってない。 

    試算に当たり、１ページ目の２にどういう前提で試算をしたかを述べている。三位

一体の改革については、「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いる。 

    また、年金改革については、次の２ページ、（２）の「・社会保障費」の中の「年

金」に書いてあるように、保険料率を 2004 年 10 月から毎年 0.354％ずつ引き上げる、 

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

げる、等の前提を置いている。そうした構造改革等についての、さまざまな前提を置

いている。 

    こういう前提の下に、モデル等を使って試算をした結果を、３ページ、４ページに

まとめている。 

    ５ページは、その数字をグラフ化したものである。上のグラフは、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いる。このグラフは、政府予算案の決

定等に伴い、確定した予算額、国債発行額等を反映して試算した数字をまとめたもの

である。 

    上の経済成長率のグラフをごらん頂くと、2005 年度までは名目成長率が実質成長

率を下回っているが、2006 年度に名目成長率が 2.1％、実質成長率が 2.0％となって、

それ以降は、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いる。 

    国と地方を合わせた基礎的財政収支、プライマリー・バランスのＧＤＰに対する比

率の推移のグラフについては、2003 年度は、2002 年度に比べて若干減っているが、

2004 年度には更に 0.8％程度減から、2008 年度にかけて毎年減り、2013 年度に若干

の黒字になるという試算になっている。 

    物価上昇率については、消費者物価と国内企業物価は 2005 年度、ＧＤＰデフレー

ターは 2006 年度に、それぞれ伸び率がプラスに転じると試算している。 

    このように、改革と展望に沿った政策等を進めることで、デフレが克服をされると

いう姿を示している。なお、試算については、誤差等を伴っているので、相当の幅を

持って見ていただきたい。 

（竹中議員）  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が、よろしいか。 

                            （「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、「構造改革と経済財政の中期展望－

2003 年度改定」が答申されたので、総理からご挨拶をお願いする。 

（小泉議長）  「構造改革と経済財政の中期展望－2003 年度改定」を答申頂き、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。この諮問会議も早いもので、もう４年目を迎えた。

内外課題が山積しているが、今後とも引き続き皆様方の御協力をいただいて、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うので、よろしく

御指導をお願いしたい。 

 

○今後の進め方の自由討議 
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（本間議員）  「平成 16 年の経済財政諮問会議の課題」の資料について、簡単に説明さ

せていただく。 

平成 16 年度は集中調整期間の最後の年であり、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いる。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だが、金融システム改

革がかなり前進している。また今、私は２％前半ぐらいが我が国の実力、潜在成長率

だと思っているが、財政出動なしに、そ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、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

ないかと思う。 

    そして、強調すべき点は、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、デフレの問題は深刻な問題として懸念されていたが、消費者物価指数を見

ても、かなり急ピッチで改善する。そして今日、「改革と展望」の中で示されたとお

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

っている。 

    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きた。したがって、この動きを今後加速して、この萌芽

を大樹に結び付けていく努力を今年の前半期では十分に議論しながら、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と思う。 

    現在は、中長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いる。その意味で「基本方針 2004」は

決定的に重要な役割を果たすと思っており、これまでやってきたことを整理しつつ、

その進捗状況、今後の取組、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ると思う。 

    このやり方としては、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考えている。 

    具体的に検討すべきテーマについては、最後のページに参考として挙げている。こ

れをきちんと整理し、かつ今後の検討課題にまとめ上げていくというために、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いる。 

    そして、我々の努力が残念ながら、広報の面では十分にマスコミ等を通じて伝わっ

ていない嫌いがある。そういう点でもう一段の体制強化と工夫をお願いしたいと思っ

ている。 

（吉川議員）  過去２年半の経済運営を振り返ってみると、当初は状況が非常に厳しかっ

たが、さまざまな議論がある中、この内閣では財政の問題も１つの重要な問題だとい

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ことは、内外の識者

が認めていることであって、これは成果であったと思う。その上で、更に回復を加速

化する必要があると考えている。具体的には、我々の資料の３枚目にリストアップし

てあるが、いずれも難しい課題が多い。しかし例えば一番上の経済成長に関わるとこ

ろは、前向きの話であり、私は比較的合意が得られやすいところではないかと思う。

こうしたところを強化することは、ほかの目標に取ってもプラスの影響があるわけだ

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

だと思う。中川大臣は年末に新産業創造戦略を説明されたが、こうした戦略を是非具
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体化していただきたい。政府全体としても、経済成長に関わることがあると思うので、

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う。 

（麻生議員）  諮問会議の進め方については、やはり縦割行政を横断的にやるところがい

いところ。だから、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

ず関係しているので、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よ

うな形が望ましいと思っている。 

１つの例として、ＩＴという話が、世界では、インフォメーション・コミュニケー

ション・テクノロジー（ＩＣＴ）と言っていると思うが、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いるＯＤＡでも、まだＩＴが大きな問題と

して考えられていなかった時代から、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、海外でやるときに経済産業省も噛

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が、対

外窓口は総務省になっていないから、今、非常にばらばらになっているという実態で

ある。それは、政調のときには結構さばいていたのだが、いざ自分が総務大臣になっ

たらとても難しいことになってきているので、どこかに窓口を絞るとか、そういった

こととかは、ほかにも多分いっぱいあると思うので、省庁横断的な話をここでうまく

さばかれたらいかがかと提案する。 

（牛尾議員） 過去３年間を振り返ってみると、部門的には、やはり軋轢が強く、スピー

ドが遅くなったり上手く行っていない部分も多々残っているものの、大筋で言えば、

日本のレベルで言えば大変に改革が進んだと思う。 

先程指摘があったように、厚労省関係や教育関係の支出等に関わる社会保障負担、

租税負担、そして財政赤字による潜在的国民負担率が 50％を超さないように、常に

全体として見ていかなければならない。年金の議論の際にも、年金の負担率が 17％

か 18％か 20％かという議論になってしまう。最終段階では年金の負担が増えればど

こかで他の負担を減らさないといけないというようなという全体としてものを見る

観点が重要だ。同時に、行政サービスについても、支出で 50％を超さないようにす

るからには、行き過ぎた行政サービスは規制撤廃等により民に渡すことで、民が、政

府のサービスではなく、自らの採算でサービスを互いにやり取りするということを、

もっと考えなければならない。従来の公的サービスを全くそのままにして、負担だけ

を減らすわけにはいかないので、その点を両方見ながら考えていくことが非常に重要

だ。 

次に、非常に重要な質の問題だが、この３年間では、社会福祉関係費を小さくする

ことが成功していない。全体から見れば大筋は非常に評価されるが、毎年 0.354％の

年金負担の増加をはじめとして、同等の質を保ちながらサービス内容を減らして小さ

くすることにおいては、残念ながら少し問題があると思う。同時に、国際社会の状況

を見ると、唯一日本だけが困窮者と弱者が非常に保護されており、アフリカやアジア

では極端に貧しい人がいる状態にあるが、その格差にも最低限の限界がある。日本の

福祉を少し節約すれば、アフリカやアジア等に 1,000 億円台の援助を増やすことがで

きるのに、財政が難しいからとＯＤＡを簡単に減らして本当に良いのだろうか。ＯＤ

Ａの在り方そのものには大いに批判はあるが、日本人だけが良い思いをして、世界の

ことは自分たちの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ので

はないか。 

また、総理が、日米同盟と国際協調の中で、相当なリスクを承知の上で、イラクの

復興のために決意をされたことは、これまで日本が最もできなかった点であり、大筋
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としては非常に良かったと思う。今後、従来からとにかく自分の所のことしか考えな

い内向きの日本にあって、仮に何かトラブルが起こった際にも、経済財政諮問会議は、

「当然リスクはある」と極めて冷静に対応し、その後どう対処するかを適切に考える

勇気を持ち、細心にして周到な発言を最初に発することを忘れてはならない。 

最後に。実態を調べるために、企業では、複式簿記・連結決算・キャッシュフロー

でものを見て、多年度予算で考えているが、国家予算は、単式簿記で、単年度で、し

かも連結ではない。各種予算も特殊法人も特別会計も皆バラバラになっており、全然

実態が見えない。一度に変えるのは難しいが、経済財政諮問会議で、国の決算を、地

方まで連結合算納税にして、連結・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

を少しずつ創ることで実態を認識する。これは各省ではできないことであり、民間人

を入れて構成されている経済財政諮問会議で現実を把握することを、たとえ大雑把で

も良いからやるべきだと思う。 

（谷垣議員） 今お話があったように、省庁横断的に大所高所から議論をして大きな成果

を上げ、その方針をきちっと６月にまとめて頂き、その方針の下で予算編成や税制改

革に取り組んで行く、という大きな方向性が徐々に見えてきた。数年かけて取り組ん

で頂いた成果だと思っている。 

ただ、他の会議でなされた報告事項や書類が出されることがかなり多くある。私は、

例えば社会保障を審議する場合には、どのぐらいのものに持っていくのか、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、という議論にもっと実質的に

時間をかけて頂きたい。多くの問題があるので簡単ではないかもしれないが、できる

だけ焦点を絞った運営をお願いしたい。 

（小泉議長） 先程話が出たＩＴは、すごく進展して既に我々の実際の暮らしに反映して

いるが、旧通産省と旧郵政省の時から、旧通産の産業・経済、旧郵政のテレコム産業

と縦割りだったから、経済界も困っていたと思う。両省がともに財団法人を設立して

寄付を募ることで同じような目的の資金を財界は求められる。何とかならないかと言

っても、どうしても縦割で駄目だ。省庁再編時には、統合するという議論も一時あっ

たが、郵政族の反対で出来なかった。 

（麻生議員） 旧通産省と旧郵政省では、扱う通信機器と電波とが分かれている。 

（小泉議長） 連携を強化してやれば重複が省けるので、上手く経済財政諮問会議を活用

して、融合していかなければならない。 

（麻生議員） 今、経済財政諮問会議で議論すれば話が早いが、そうでなければ大変なこ

とになる。 

（小泉議長） 縄張り争いで大変だろう。 

（中川議員） 韓国は、通信全体を１つの役所の所掌にした。 

（麻生議員） 情報通信大臣だったと思う。 

（竹中議員） ありがとうございます。様々な御指摘を踏まえ、次回に私の方から案を提

示させて頂きたいと思う。経済財政諮問会議の運び方については、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、負担も大きいからできるだけ重要問題に絞っ

て議論しろというものと、常に２つの議論がある。２つとも理解できるが、１つ重要

な点として、簡素化・効率化を図れという点はその通りであるため、問題の所在も踏

まえ、バランスを見ながら、次回に御提示をさせて頂きたい。それでは、総理。 

（小泉議長） これまでの様々な成果を踏まえ、これからますます経済財政諮問会議の役

割は重要になってくる。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いるので、今年１年、またよろしくお願い
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する。加えて、平成 16 年度予算等を踏まえ、デフレの克服と民需主導の経済成長の

実現に向けて、経済を活性化し内需拡大を実現するための「改革工程表」を是非とも

策定して頂きたい。 

（竹中議員） 総理の御指示に従ってしっかりとやっていきたい。今の総理の御指示は、

三位一体、年金改革など様々な問題があるが、経済財政諮問会議において、各大臣に

出席頂いて議論をした大臣イニシアティブを中心に、経済活性化に相当する部分につ

いては急ぎ具体的なスケジュールとして示せ、ということであろうと思う。御協力を

是非よろしくお願いしたい。 

それでは、以上で本日の会議を終了させて頂く。ありがとうございました。 

 

（ 以  上 ）  

 


