
 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

     

     

     

    

     

       

 

   

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 17 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 1  7 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年７月 29 日（木）17:02～17:30 

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 細田 博之 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 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 

     坂本 剛二 経済産業副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１） 概算要求基準について 

（２） 日本経済２１世紀ビジョンの検討課題について 

3．閉会 

（説明資料） 

○ 平成 17 年度概算要求基準について（谷垣議員提出資料） 

○ 「日本経済２１世紀ビジョン」での検討の方向性（竹中議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年17回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日の議題ですが、最初に概算要求基準について審議をいただきます。その後、

「日本経済２１世紀ビジョン」の検討課題について御審議をいただきます。 

なお、中川大臣は海外出張のため御欠席でございまして、前回に続きまして坂
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平成 16 年第 17 回 議事録 

本副大臣においでをいただいております。 

今日、テーマは軽めのテーマでございまして、できるだけ短時間に終わりたい

と思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、概算要求基準につきまして谷垣大臣から資料が提出されております。

御説明をお願い申し上げます。 

○概算要求基準について

（谷垣議員） 平成17年度の概算要求基準につきましては、ちょっと大きめの資料を

お出ししておりますが、前回、「メリハリづけの強化に向けたさらなる工夫」と

いうことを中心に御説明をいたしましたけれども、その後、与党との御意見を踏

まえた上で、各経費区分ごとの具体的な水準も含めたとりまとめをいたしました

ので、改めて御説明をいたしたいと思います。内容については、藤井主計局長か

ら御説明をいたさせますが、この概算要求基準案をもって明日閣議了解をいただ

きたいと考えております。格段の御理解と御協力を心からお願いする次第でござ

います。 

（藤井主計局長） それでは、計数について御説明いたします。 

まず公共投資関係費、これにつきましては前年度予算額３％削減ということで、

その上に２割増の要望を認めるということでございます。３％削減の相当額は、

右の下にございます△2,600 億円になっております。 

次に、裁量的経費につきましては、科学技術振興費相当額を除き前年度予算額

を２％削減、その２割増の要望ということでございます。２％削減の相当額は同

じく右下にございます△900 億円ということであります。真ん中の義務的経費で

ございますが、前年度予算額同額の要求を認めた上で、人権費、特殊要因及び年

金医療の増の加算を認めるというものでございます。年金医療等の増につきまし

ては、自然増が１兆800 億でございましたけれども、これを2,200 億円削減いた

しまして、8,600 億円の増となっております。右下の真ん中、義務的経費のうち、

年金・医療等＋8,600 億円というものがこれでございます。 

なお、義務的経費には、それ以外の特殊要因といたしまして、国勢調査の経費

約700 億円増等々がございます。合計いたしまして、＋9,600 億円ということに

なっております。 

この結果、３経費合計は一番下の合計欄がございます。＋6,100 億円というこ

とであります。真ん中の表の下のところにございますけれども、16年度当初一般

歳出47兆6,000 億ということでございますので、これに6,100 億円を加えました

48兆2,000 億、これが今回の概算要求基準額ということでございます。以上でご

ざいます。 

（竹中議員） 	ありがとうございました。それでは、御発言がもしございましたらお

願いをいたします。本間先生どうぞ。 

（本間議員） 新聞報道等でもはや歳出規模がほぼ決着がついたと いうような、あ

るいは目安になる数字がひとり歩きしているような部分がございます。技術的に
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平成 16 年第 17 回 議事録 

はそういうような整理の仕方があるのかなと思いますけれども、それにとどまら

ずに、やはり新年度の予算は、きちんと歳出の合理化に向けて最大限努力すると

いうスタンスを、ぜひ査定の各段階においてしっかりと発揮し、マーケット等に

ついてもメッセージを与えていただきますことをお願いいたします。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

（谷垣議員） 今の点は、こういう工夫もしまして、できるだけ省庁の縦割りを越え

たメリハリづけを、これを利用してやっていただきたいと思っておりますので、

各省庁もこれをうまく利用していただきたいなと思っておりまして、私どもも、

それを目指して各省庁と協議したいと思っております。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございます。「骨太方針」と予算の全体像

を踏まえて、今回の要求基準の考え方がつくられていると思います。「骨太方針」

等々の精神を踏まえて、ぜひよろしく予算編成作業の方をお願いしたいと存じま

す。 

それでは、この「平成17年度概算要求基準」の考え方を諮問会議として了承し

たいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） それでは、本議題につきましては、諮問会議として了承をすることと

いたします。 

なお、17年度概算要求基準については、明日の閣議において了解される予定と

なっております。 

この点について総理、何かございませんか。 

（小泉議長） ないです、いいです。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

○日本経済２１世紀ビジョンの検討課題について

（竹中議員） それでは、もう１つのテーマに移ります。「日本経済２１世紀ビジョ

ン」での検討の方向性につきまして、メモをつくっておりますので御覧をいただ

きたいと思います。 

御承知のように、「日本経済２１世紀ビジョン」を作成するというのは、「骨

太方針」で決定されたことでございます。そのための専門調査会をつくるという

ことについても、この諮問会議で御決定をいただいております。 

そこでの目的等はそこに書いておりますが、そのテーマの事例といいますか、

５つの問題意識をそこで掲げておりますので、御参考にしていただきたいと思い

ます。 

第１に「人口減少時代の到来をどう乗り切るか」、第２に「経済全体のシナリ

オ、マクロ的な経済のシナリオをどう描くか」、第３に「経済の競争力確保シナ

リオをどう描くか」、「真に豊かな国民生活と、快適な都市と地方をどのように

実現するか」、これが第４、そして第５に「世界的規模の問題の解決にどのよう

に貢献し、どのような国際社会での地位を築くか」ということであろうかと思い
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ます。 

大きな５つの問題意識に対応した検討テーマの事例を（１）、（２）等々で幾

つか掲げております。当ビジョンを検討するために、専門調査会の設置を御決定

いただいておりますけれども、それぞれその下に４つのワーキンググループをつ

くるということを考えております。各ワーキンググループは10名程度で構成をさ

れて、各ワーキンググループのコアメンバーに専門調査会の専門委員に就任して

いただくということを予定しております。 

まず、この方向性について、もし御議論がございましたら御意見を賜りたいと

思います。 

加えまして、若干、手順について申し上げておきますと、「骨太方針」で決定

したことでもありますので、また、国民の意識の共有を図るためにも早急に専門

調査会を立ち上げて、早ければ、８月末にも審議が開始できるような状況にもっ

ていきたいと考えております。また、委員の人選につきましては、そのふさわし

い人物という観点から、若手を中心に選んではどうかという御意見を前からいた

だいておりますが、最終的には総理、官房長官と御相談の上、決定をさせていた

だきたいと思っております。 

なお、各ワーキンググループのメンバーについて、ふさわしい実務家や学者に

ついて、各省からぜひ情報提供していただきたいと思っておりますので、御推薦

いただける方等がありましたら、早めに来週の前半ぐらいまでにでも、もし名前

を挙げていただければありがたいと思います。 

また人選に関して、先日の諮問会議で、官僚、役人の参加についてもやはり必

要ではないかという御意見もございました。各省の見識ある人が参加して議論を

する仕組みはやはり必要だと思いますので、そのような方向で、各省庁にしかる

べき人を出していただきたいというようなことも追ってお願いをしたいというふ

うに思っております。 

テーマの事例、さらには方向性、そして進め方について御意見があれば賜りた

いと思います。麻生大臣。 

（麻生議員） ２ページ目の一番上のところに、「日本人を育成する教育システム」

というのがありますが、これは、そもそも義務教育はということで、一回きちん

としたことをおやりにならなきゃいかぬということを申し上げたと思うんですが、

この教育というのは、えらい関心の高い問題点だと思いますので、そもそも義務

教育はこれとはまた別にされるんでしょうから、この教育だけは、全然別に一つ

項目を立てるぐらいの値打ちのある話じゃないかなと、自分としてはそう思いま

す。 

（竹中議員） どうぞ谷垣大臣。 

（谷垣議員） 私もこれから２１世紀を見通して、このようなビジョンを議論すると

いうことが一番大事じゃないかと思ってまいりましたし、それから、竹中大臣が

お挙げになりました項目も、皆それぞれ重要な項目だと、議論しなければならな

い項目だろうと思います。ただ、これを拝見しますと、（仮称）「日本経済２１
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世紀ビジョン」とございますけれども、経済だけにとどまらず、非常に広範な問

題を議論していただいているので、この「仮称」がいいのかどうかということも

一つございます。ということを申し上げますのは、やはり経済がよくなっていけ

ば、いろんな問題が解決していくというような発想だけでは、それは説得力がな

くなってしまうんだと思うんです。政府の役割をどういうものと考えていくのか

とか、あるいは財政とか、社会保障といったような基本的な仕組みはどうするの

かとか、長期的な受益と負担がどうなのかというようなことも議論していただか

なくてはきゃなりませんし、やはり、こういうものをつくったときは、制度に落

としていくとどうなるのかということもある程度視野に置いて議論して、地に着

いたものにしていただく必要があるのかなと、これを見て思ったりするわけです。

それから、先ほどどういうメンバーでというお話もございまして、やっぱり日

本の各層の英知を結集するということじゃないと、こういうものができないと思

うんですが、何といっても、今、役人からもというお話がございましたけれども、

柔軟な発想のできる若い人、これからの日本の官民を背負っていく人を、この中

で鍛えて育てるんだというぐらいの気持ちでやるといいんじゃないかというふう

に思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、谷垣大臣がおっしゃったのも、「日本経済２１世紀ビジョン」と

いうのは、経済財政諮問会議の有識者議員の間でも、「経済」をとった方がいい

んじゃないか、幅広くやった方がいいと。ただ、骨太に「日本経済２１世紀ビジ

ョン」と書いてしまったからという、行政はまたそういうことを気にするので、

今日の会議でいいだろうといったところ、除いた方がですね。やっぱり「経済、

経済」とするのはあんまりよくないと思うんです。そういうことが１つでありま

す。 

それからもう１つは、麻生大臣のおっしゃった教育問題も込めて、非常に重要

な問題の当面の中期ぐらいまでの議論と、これは大体四半期ぐらいを考えている

んですね。25年ぐらい、だから2030年ぐらい。 

（竹中議員） 四半世紀？ 

（牛尾議員） 四半世紀ですね。それからいくと、構造改革を越えた後にどんな社会

が来るかということの明るい話と、危険な面を見ながら運転をしていくというこ

とに役立つために、今、中教審や、僕も今、「これからの教育を語る懇談会」の

座長をしていますけれども、そういうものがいっぱいあるんですけれども、それ

とのすみ分けをどうするかという問題はあらゆる面に言えると思うんです。だか

ら、中長期に向かって、まず方向づけを考えて、それで方向、向こうにどんな問

題があるかということを整理していくということが一つのポイントであろうとい

う気がします。 

それから、人選は若い優秀な英知ある人とするときに、やはり官に相当いい人

が来ているので、これをできるだけ採用したいと。しかし、そのときには送り出

す方が自分の官庁の枠を越えて、自由にやってこいという送り出し方が大事で、
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一々後ろから甲子園野球みたいなことをされたら困るんで、そこのところの人選

と送り出す方の心構えをきちんしないといけないし、そういうことが気がついた

ときには帰ってもらうというぐらいのことを考えないとだめだろうと。ここは非

常に僕は重要だと思いますし、また、学者や民間人やジャーナリズムや女性も込

めて、中心になる人を選ぶのは非常に簡単なようで、非常に難しいことでありま

して、半分ぐらいはきっと僕らの知らない人になると思うんです。そういう人を

どうやって見つけてくるかということも、今、竹中大臣がおっしゃったように、

官に非常に英知があると。そのときに、官に都合のいい人を選ぶのではなくて、

日本の未来のために選ぶことが非常に大事だろうと私は思うわけであります。 

それから、国民は今、割と幸せに生活していまして、今のことはできるだけ干

渉しないでくれよと、出費は少なくしてくれよというふうに国との関係は言って

いる。ただ、先の不安だけは解消してくれと。政治の社会というのは、今日の問

題は自分で全部決めたい、干渉されたくない、払うものはできるだけ少なく払い

たい、税金は少ない方がいい、小さな政府がいい。しかし、先の不安だけはちゃ

んと責任を持って取り除いてくれという、不安をどう我々がこれから解決してい

くかという方向性を、特に未知のグローバリゼーションとか、ＩＴ社会とか、均

衡財政と自分のほしいものをちゃんとやってくれる均衡の問題とか、それから、

やはりオリンピックで金銀銅をとるような人を育てなきゃならぬという気持ちと、

教育は平等にしてほしいという相反する部分があるわけですね。そういうような

ことについて、みんな情報を持って、みんな評論家みたな人が増えていますから、

そういう人の不安にどう応えるかということが非常に重要なポイントだろうと思

うので、できるだ平易にわかりやすい答えを出した方がいいと私は思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。奥田議員。 

（奥田議員） 首相官邸のホームページを見たんですけど、首相が議長になられてい

る会議がものすごくたくさんあるわけですね。正直言って、それとここに挙がっ

ているアイテムを見ますと、大分ラップしてあるものがあると思うんですけどね、

そこのところの調整はぜひうまくやっていただきたい。多分、首相がやられてい

る会議のエッセンスといいますか、いいところを、多分このビジョンの方でとる

ということになるんじゃないかと思うんですけれども、そこのところの重複をう

まくやられないと、そういうことを思っています。 

（小泉議長） それも大事な視点ですよ。官房長官にできるだけ減らしてくれと。重

複するから。何でも首相にをやってくれと。幾つ体があっても足りないぞと言っ

ているんだから。 

（麻生議員） ソフトパワーの定義は何ですか。突如と「ソフトパワー」という言葉

が入っていますけれども。 

（竹中議員）  ソフトパワーというのは、例のハーバード大学のジョセフ・サミエル・

ナイ、ナイ教授といいます。彼が1990年に使って有名になった言葉なんですが、

普通パワーというのは、ハードパワーのことであると。ハードパワーというのは
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ものを壊す力とつくる力がある。壊す力の典型が軍事力で、つくる力の典型が経

済力・生産力であると。そのハードパワーに対して、しかし、それ以外のパワー

があるでしょうと。つまり、もっとそういうつぶしたり、力でねじ伏せたり、も

のをつくってお金で買ったりするんじゃなくて、もっと引きつける力全体をソフ

トパワーという。 

例えば例で言うと、わかりやすいソフトパワーは、「英語」というソフトパワ

ー、誰もアメリカ、イギリスの人が頼んでいるわけでもないのに、世界中の人が

放っておいても英語を勉強する。それはそういうパワーがあるからだと。もう一

つのわかりやすい例として、スイスでダボス会議というのがありますけれども、

あれはただの民間の会議だけれども、みんな行きたいわけです。だから、世界じ

ゅうの人が集まってくるわけですね。そこに行けばいいことがあると引きつける

力があるんだと。そういうものは、例えば、比較的今までは小国が持っていたわ

けですね。大国というのは、典型ですと、ものをつくる力と壊す力がありますか

ら、ソフトパワーに余り頼らなくてよかったわけですけれども、気がついてみる

と、しかしアメリカというのは、大国だけれども、ソフトパワーも比較的持って

いると。日本とか、ドイツというのはわかりやすい国で、ものづくりで頑張って

きて、それはそれで大変大事なんだけれども、そういうソフトパワーというのが

意外とまだないのではないだろうかと。お寿司がソフトパワーだという人もいる

んですけれども、そういう今までとは生産力や軍事力とは違う力を、魅力と言っ

てもいいかもしれませんけれども、そういうものを国際戦略の中で生かしていこ

うという考え方です。 

（麻生議員） 「ジャパニメーション」なんていう単語が出ましたからね。ジャパニ

メーションなんていうのは最たるパワーですよ。世界を日本が席巻しちゃったん

だから。だけど、経産省が奨励したか、足は引っ張ったけど進めたことはありま

せんから、役所なんてそんなもんですよ。だから、僕は基本的には、そういうこ

とをどのように評価していくという意味なら、私は実は結構なものができている

というのをある程度知った上でやっていただかないと。 

（竹中議員） それは大事だと思います。日本のポップカルチャーというのは、間違

いなくソフトパワーなわけです。これをもっと強くする方法というは、多分ある

んだと思うんです。政府があんまり余計なことをしないというのが大原則。しか

し、その上で頑張っている人をエンカレッジするとかそういう方法もあると。そ

ういうことを少し中長期的に国家戦略として位置づけようではないかという趣旨

でございます。福井総裁。 

（福井議員） 私は「失われた10年」という言葉が大嫌いなんですけれども、いわゆ

る「失われた10年」の時期を脱して、これから新しいものを築き上げていく時期

にかなり明確に入ってきたというふうに認識しておりますので、この段階で、こ

の経済財政諮問会議において、２１世紀の今後の長期的な経済社会のビジョンを

きちんと議論して描き上げていくということは非常に意味のあることだというふ

うに思っています。 
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このペーパーでお示しいただいたように、幾つもの具体的なテーマはもう見え

ている。人口減少時代の到来、それからイノベーションを恐らく軸にして、より

強力な経済の競争力を築き上げていくというふうなこととか、そのために人間の

教育というのは、ますます重要になってくるし、地方の自立というのは、底力、

新しい社会のつくり方はもちろん大事だし、それからアジアの経済的統合となっ

ていますけれども、国際的な相互依存関係をより強化する。そして最後に人類共

通の問題として地球環境問題、エネルギー問題と。これは日本はやはり、エネル

ギーの外部依存度が非常に高いし、中国、日本とかいって、このアジアの経済発

展の今後を考えますと、地球環境問題というのは、やっぱりアジアが相当責任を

持って解決していかなきゃいかぬというようなことを考えますと、いずれも重要

テーマがここに盛られているというふうに思っています。 

したがいまして、全体、私も全く異議ないんですけれども、２番目の「経済全

体のシナリオをどう描くか」という部分は、そして幾つかの太い大きなテーマを

追求しながら、今後政策環境がどう変化していくかということを非常に大きくと

らえて理解を深めるということをきちんとやるべきではないか。政策の枠組み、

運営シナリオというのは、最後の締めくくりの段階に入ってくるのかなというふ

うな気がいたします。そして金融政策の枠組みということになりますと、これは

最終的に日本銀行の政策委員会できちんと議論して、責任を持って決めていかな

きゃいけないと思うんですけれども、やはり、そうした政策環境の変化について、

共通の認識がきちんと確立し、そして理解が広く深まるということになれば、金

融政策の枠組みの高度化コード化を日本銀行として図っていく上にも、それは非

常に容易になるというふうに考えております。そういう理解をさせていただきた

いというふうに思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） この時点で、私は２１世紀ビジョンを検討する場を設けるということ

は非常に時宜を得たものであるというふうに考えております。小泉構造改革がス

タートして３年と３か月ぐらいになるわけですけれども、世の中は余りにも小泉

内閣の構造改革への試みが、非常にこれまでの政治のテンポに比べてドラスティ

ックに速い。そして我々のエネルギーに国民自身がついてこれないような状況が

説明不足だというような言い方にもなっておるわけでありまして、このビジョン

の検討会で、これまでの小泉構造改革の総括をしながら、かつその次の時点にお

ける我が国の姿、形というものをこの際しっかりと議論をし、そしてその議論を

通じて、小泉構造改革の理解を国民の間に浸透させていくということは非常に重

要だと思いますので、その点でこのメンバー選定等も含めて、官民一体となって、

この国の将来像を真剣に検討するようなシチュエーションをどのように設定して

いくか。ぜひ、この辺のところはスタートのところが大事でございますので、し

っかりと戦略性を持ったチーム編成というものをお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。どうぞ坂本副大臣。 

（坂本経済産業副大臣） 経済産業省の立場で一言発言させていただきます。 
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この５月に中川大臣から、この席で発表なさいました新産業創造戦略、これは

ぜひ参考に、これを活用していただきたいなと。今後20年、30年先を見据えた産

業創造の戦略が書いてあるわけでして、２１世紀ビジョンにおける新たな成長戦

略のベースとしてぜひ使っていただきたいと思っております。また一方、急激な

労働力人口の減少、あるいは企業負担の増大、産業の空洞化等々、難問にこれか

ら直面していくことは必然でありますが、適切なマクロ経済の成長戦略を確立す

ることが求められておりますし、これにぜひ、ばしっとメスを入れてやっていた

だきたいなと。経済産業省の知恵もありますので、ぜひそれを活用していただき

たいと思います。 

（竹中議員） それではよろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 

総括をさせていただきます。基本的には大変時宜を得たものである、しっかり

やれという御指摘だと思いますので、８月末に実施的な審議がスタートできます

ように、しっかりと準備をさせていただきます。 

まず、第一に経済ビジョンというのは狭過ぎるということで名称の検討をさせ

ていただきます。名称については、総理、官房長官とも御相談の上、改めて御報

告をさせていただきます。もう少しメッセージ性の出るような形にもっていきた

いと思います。 

２番目としては、やはり若い人を育てるという観点から、若い世代の人材を開

発するという観点からの人選を行えということでありますので、これについては

しっかりと対応をいたします。加えて、ぜひ、こういう人がよろしいのではない

かというような御推薦をお願いをしたいと思います。 

第３番目としては、教育の問題については特に力を入れるべきだという麻生大

臣の御指摘もございました。これは別項目で立てるか、この中で議論するかとい

うことは少し検討させていただいて……。 

（麻生議員） 奥田先生の言われたあの話と重なりますので。 

（竹中議員） そうだと思っております。４番目がまさに、その話なんですが、政府

の中のリソースを活用しろということだと思います。これは奥田議員の御発言と

坂本副大臣の御発言も踏まえて、リソースをダブらせないで活用するようにしっ

かりと運営をいたします。 

そして５番目に各省の協力がどうしても必要でございます。若手の人材発掘で

いい人がいたら推進していただきたいということに加えまして、やはり若手の官

僚の参加をぜひ実現したいと思っておりますので、それにつきまして御協力をお

願いいたします。この各省の協力につきましては、次官会議でまた江利川次官の

方から各省庁にお願いをさせていただきたいと思っております。８月末のスター

トに向けて、総理、官房長官と御相談をしながら、しっかりとやっていくつもり

でございます。総理。 

（小泉議長） この検討テーマは、それぞれ重要なものばかりで、小泉内閣発足以来、

こういう将来のあり方を臨みながら各論に入ってきたんですよ。これは総論です

よ。総論賛成、各論反対、その各論に入ったのが小泉内閣なんだ。今まで、構造
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改革というのは。そういう点を含めて今までの展望しているのは全部大事なんで

すが、重複を避けて、そして若い良いいい人材を、見識のある各分野の人を集め

て、さらにこれに肉づけしていただいて構造改革を進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございました。 

   以上をもちまして会議を終了いたします。来週は郵政の集中審議がございます

ので、皆さん体力をどうぞ養っておいていただきたいと思っております。ありが

とうございました。 

（以 上） 
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