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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 10  回）  

(開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 6 月 11 日(月) 17:35～19:15 

2．場所: 官邸大食堂 

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 経済財政政策担当大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

同    塩川 正十郎 財務大臣 

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    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 

臨時議員 柳澤 伯夫 金融担当大臣 

同    遠山 敦子 文部科学大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)基本方針の分野別テーマ(大学の構造改革、不良債権処理関連)について 

(2)「基本方針」(素案)について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第９回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(素案) 

資料 3 塩川議員提出資料 

資料 4 遠山臨時議員提出資料 

資料 5 柳澤臨時議員提出資料(非公表) 

(注)資料 5 については、会議後公表となっている。
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第10回の「経済財政諮問会議」を開催いたし

ます。本日はお忙しい中をお集りいただきまして、ありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、始めさせていただきます。 

前回は経済財政諮問会議の、いわゆる骨太の方針の目次案を議論させていただ

きましたが、今回はそれに続いて、いわゆる基本方針の素案について集中的に御

議論をいただきたいと思っております。 

その前に、今回は遠山文部科学大臣と柳澤金融担当大臣に臨時議員として会議

に御参加をいただいております。 

基本方針の分野別テーマについて、御議論をいただきたいと思います。その後

で基本方針について、正規議員による議論をさせていただきます。 

諮問会議の議事録については、従来どおりの扱いとさせていただきます。 

１点だけ、議論に入ります前に、 近の経済動向について要点のみ私の方から

報告をさせていただきたいと思います。 

まず、今朝公表いたしました平成13年１－３月期のＧＤＰ統計では、前期比マ

イナス0.2 ％となりまして、平成12年度では、前年度に比べまして、プラス0.9 ％

となりました。また、14日に公表を予定しております月例経済報告では、景気の

基調判断につきましては、実は設備投資が頭打ちになっていることなどから、５

月は更に弱含んでいるという判断をしたわけですけれども、今回はそれから更に

下方修正することで検討しているということを事前に御報告をさせていただきた

いと思います。 

それでは、前半テーマ別の議論でありますが、まず遠山議員から提出のあった

資料４につきまして、御説明をお願いして、その後で議論させていただきたいと

思いますが、是非とも皆さんにお願いしておきたいのは、発言する際は必ず進行

役の許可を得てから発言するように、是非ともお願いを申し上げたいと思います。

それでは、遠山大臣お願いします。 

○基本方針の分野別テーマ（大学の構造改革、不良債権処理関連）について

（遠山臨時議員） 本日は骨太の方針のとりまとめに当たりまして、発言の機会を与

えていただきまして、感謝を申し上げます。 

この会議が我が国の経済情勢が非常に厳しい中にあって、構造改革を行いなが

ら、人材育成と科学技術振興への投資を重視されている点を高く評価したいと思

います。この方針に沿って、来年度予算から重点配分が実現することが肝要と考

えております。 

そうした投資が経済再生を始め、我が国の発展に真に結び付きますためには、

投資対象となるべき大学は創造的人材育成と、研究開発の役割をしっかり果たす

べきでありまして、この観点から痛みを恐れず、過去の経験にとらわれず、新し
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い発想で構造改革を断行することが重要であり、また、それが私の責務と考えて

おります。 

今日はその大学の構造改革の方針について御説明をいたしたく存じます。具体

的には、まず１枚目の資料をごらんいただきたいと思います。 

大学の構造改革は、活力に富み、国際競争力のある国公私立大学の一環として

行うことが必要でありまして、第１に、国立大学活性化と基盤強化のために、再

編・統合を大胆にやることとしたいと思います。まず来年度に１つでも２つでも

実現させてまいりたい。これは国立大学史上初の減となるわけでありまして、言

わば来年度を国立大学にとっての歴史の転換点とし、個性と実力を持つ大学に集

約してまいりたいと考えます。 

第２に国立大学は、独立行政法人そのものとは違う民間的な経営手法を取り入

れた新しい法人にしたいと考えます。そのポイントは機動性、戦略性、能力主義

にあります。また、今の公務員とは違う民間的経営形態を考えております。先行

しております独立行政法人そのものよりも、ずっとよいものと申しますか、大学

の社会的任務と合致したよいものにしたいと考えております。 

第３に、徹底した第三者評価で競争させることによってメリハリを付けてまい

りたい。その結果、努力しない大学は競争で淘汰されるようにして、逆によい大

学は国公私を問わず、世界のトップクラスに育ててまいりたいと考えております。

また、２枚目のカラー資料は特に日本経済の活性化という観点から、大学をど

う変え、社会的貢献を効果あるものにするかという観点からまとめたものでござ

います。今日は時間の都合もありまして、説明は省略いたしますけれども、例え

ば「大学発の新産業創出の加速」というのがございます。その中に書き込んであ

ります中身は、大学もこのように前向きに社会に貢献してもらうと同時に、企業

にとっても大学のそういう姿勢を支援するための色々な助力をお願いしたいと考

えております。その他、人材大国の創造でありますとか、都市再生なども視野に

入れながら、大学の構造改革を利用して日本の再生に向けて協力をしてまいりた

いと思います。 

以上、大学の構造改革のための方針と、私の方からの決意を簡単に御説明いた

しましたが、全体を一言で言えば、要は世界で勝てる大学というのをつくってい

きたいということであります。 

それによって、これなら大学に重点投資してもよいだろうと皆さんに安心して

いただけるように、私の責任で確実に実行してまいりたいと考えております。 

尤も、これからは大変痛みを伴う改革でありますので、これからいろいろな抵

抗に遭うと思いますが、これらを確かな目標としてしっかり実現に取り組みたい

と考えます。 

その意味でも、骨太の方針にこの内容を是非反映していただき、内閣全体とし

ての強い決意を示していただきたいと思います。そして、皆様方の御理解と御支

援を是非お願いしたいと思います。 

以上でございます。 
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（竹中議員） ありがとうございます。特に国立大学の構造改革の方針につきまして、

どうぞ御意見を賜りたいと思います。 

（牛尾議員） 教育改革国民会議の副座長をやっておりましたので、その方向の線で

大変に私はすばらしい案であると思います。ただ、問題はこれをどのような時間

軸でやるかということですが、かなり早いスピードを要求されていると思うので、

その辺の御見解をお伺いします。 

（遠山臨時議員） この問題は現在、フルに議論をしながら進めている段階でござい

ますが、できるだけこれを加速しながらいきたいと思っています。今は明確に何

年と言えませんけれども、平成15年には形を見せていきたいと思いますし、この

方向でやるということについては、今年度内に明確にしてまいりたいと思ってお

ります。来年度に１つでも２つでも、その方向に向けて国立大学の再編に取り組

んでいきたいと考えております。 

（片山議員） 国立と私立との機能分担をお考えかどうかということが１つ。 

それから、受け入れる方はいいとして、入る方の進学率をどう考えるのか。今

は大学の進学率は30何％でしょう。一番問題なのは、学生の学力がないというこ

とです。遊ぶことは全部覚えたり、いろんなスポーツなどはできますけれども、

すぐ使いものにならないので、卒業してから皆再教育をやっているわけでしょう。

企業でも役所でも。そういうことに対して何か要るのではないですか。 

（遠山臨時議員） まず、国公私の設置者別の性格と言いますか、それはおのずから

あると思います。 

（片山議員） 私立を中心にするならするとか、そうなったら東大はどうするのか、

京大、阪大はどうかとか。 

（遠山臨時議員）  すぐれたトップクラスのものはどんどん伸ばしていくのと同時に。

（片山議員） いや、国立私立ですよ。 

（遠山臨時議員） はい。国公私を通じてですね。それはあると思います。国公私を

通じてすぐれたものを伸ばしていく。同時に、教育の面でございますが、今大学

改革がかなり進んでおりまして、これまで研究中心に考えていた教授たちも、か

なり教育を大事に考えるようになっております。しかしながら、確かにアウトプ

ットの学生たちの資質が必ずしも満足されていないという面もありますので、そ

の点は大学改革の一環として、一番の重点に教育の充実を取り上げておりますの

で、その線はもっと力強く進めなければいけないと思っております。 

（竹中議員） １、２は国立大学ですが、３は私立大学も入った競争になるという絵

になっておりますね。 

（遠山臨時議員） そうです。 

（平沼議員） 遠山プラン、全体的によくおまとめいただいていると思いまして、当

省としましても、文部科学省と協調してやってまいりたいと思っています。 

具体的な検討がもう少し必要なんじゃないか。例を申しますと、社会ニーズへ

の主体的、機動的な対応を可能とする組織編成の弾力化、これは非常に難しいわ

けですけれども、学科等設置の自由化とか、そういうことを少し具体的に謳うと。
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これはなかなか難しい問題だと思っていますけれども、そういうことが一点です。

それから、企業人の教員への登用推進ですとか、企業から大学への委託研究費

を５年で10倍にするなど、基本的な方向性は示されているものの、その実現に向

けた具体的な方策は必ずしも明らかになっていないわけです。今後早急に、例え

ば基準の見直しでございますとか、明確化などを明らかにした上で、措置をする

必要があると思っています。協調して検討を加速していくことが私は必要だと思

っています。 

私どもとしても、繰り返しになりますけれども、 大限努力を共にさせていた

だく。やはりこれをやっていくために産業サイドの協力がどうしても必要ですか

ら、この御協力はさせていただきたいと思います。 

（遠山臨時議員） 今御指摘にあったようなことが可能になるような規制緩和と言い

ますか、課程などを自由にするとか、それはかなり進んでおりますし、更に加速

をしたいと思います。また、企業人を受け入れるとか、これもかなり進んでおり

ますが、まだまだでございますので、そういう交流も更に盛んにしてまいりたい

と思いますので、御協力を是非お願いします。 

（塩川議員） 文部科学大臣、教育公務員法の改正できますか。教育職の者が不当に

法律によって保護されておりますね。これを改正しないと、実際に国公立の大学

は動かないんじゃないかと思うんですが、私学の方もそうなんですけれども、こ

れはどういう具合に。それが１つ。 

もう１つは、国公私立30校に絞るということですね。30校に絞ると大学の定員

というものをどのように変化させるのか。あとは学力に劣るものばかりというこ

とになるんですか。その関係で、定数がどのくらいの配分になるか、30校で大体

大学生の１割とかなって、あと他で９割引き受けるという、その目標ですね。ど

んなことになるんでしょうね。 

（遠山臨時議員） 特に国立大学法人にした場合に、どういう身分にしていくかとい

うことは、今、盛んに検討しておりまして、必ずしも国家公務員型に集約してい

こうというものではなくて、より自由な発想で新しい制度にしたいという意見も

ございます。これは鋭意検討したいと思います。 

それから、ちょっと誤解があったとしたら、表現上問題があったと思いますけ

れども、国公私の大学の分野別に30くらいを、とにかくすばらしい大学にしてい

く。世界の一流の研究者たちが日本に来ようと思うくらいに魅力的な大学にして

いこうということでございまして、決して他を切り捨てるとか、あとは価値がな

いということではございませんで、重点投資をしていくということでございます。

（竹中議員） ありがとうございます。ちょっとマクロ的な観点から申し上げますと、

大学というのは、大学関係者がいらっしゃいますけれども、大学というのが18歳

から22歳までの若者が行く場所だと考えるならば、人口の変化から考えると、こ

れは明らかにディクライニング・インダストリーなのです。インダストリーとい

う言葉を使って申し訳ありませんが、しかし生涯教育とかを考えると、これは圧

倒的なグローイング・インダストリーでＧＤＰに占める教育費の比率というのは、
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日米を比べると、日本の方が実は低いわけです。そういう意味では、知的なもの

に対する資源投入というのは日本では余り行われていないわけで、そういうこと

を是非視野に置きまして、世界に立つための遠山プランというのを推進していた

だくとともに、それとハーモナイズしたような報告書に仕上げていきたいという

ふうに考えております。 

よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） それでは、続けまして、柳澤議員から資料５について御説明をお願い

いたしますが、実は柳澤議員から提出していただきました資料、資産査定等に関

する未確定の情報が含まれておりまして、公表することによって無用の混乱が生

ずる恐れがあるということを考慮いたしまして、非公表といたしまして、また、

回収したい旨の要望が出ておりますので、これを御了承いただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

 （「はい」と声あり） 

（竹中議員） それでは、柳澤議員お願いいたします。 

（柳澤臨時議員） それでは、不良債権の現況と今後の対処方策に関する私どもの問

題意識をお話しさせていただきます。資料の５でございます。 

第１ページをおめくりいただきたいと思います。これは先般、2001年３月31日

現在の決算で、現在のところで主要16行、これは18行あるんですけれども、新生

銀行とあおぞら銀行を除きまして、そういう特殊な立場にない16行をベースにし

た現在の不良債権に関連する数字の推移でございます。これには薄い方から要注

意先債権、その次が要管理先債権、それから危険債権、破産更正等債権、危険債

権は破綻懸念先と読み替えていただいても結構ですし、一番黒いところは破産更

正等債権でございますが、実質破綻先、あるいは破綻先と読み替えていただいて

も、ほぼ対応した概念でございます。 

そこで、要注意先は業況、財務状況が特に注意を要するということでございま

すけれども、これは一般的に不良債権という範疇には私ども入れておりません。

不良債権という範疇は要管理先以下の債権でございまして、この定義はアメリカ

の証券取引委員会、ＳＥＣの以下に申し上げます基準に対応した分類でございま

す。 

アメリカのＳＥＣでは、リストラクチュアードローンズ、パーストデューロー

ンズ、それから 後にノンアクルーアルローンズという、リストラクチュアード

は条件を変更したローンズということでございます。パーストデューは、延滞と

いう意味でございます。ノンアクルーアルローンズは、要するに非稼働というか、

利益をもたらさない債権というふうに分類されております。 

要管理債権と申しますのは、私どもリストラクチュアードローンズと、パース

トデューローンズを要管理債権というふうに呼んでおります。これは日本語で申

しますれば、条件変更債権と、アメリカは90日と言っていますが、我が方は３か

月と言っていますが、３か月以上利子の支払いが延滞している債権をパーストデ
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ューローンズに入れております。アメリカとほぼ同じ、90日と３か月の違いだけ

でございます。 

ノンアクルーアルローンズは、危険債権と破綻債権でございますが、どういう

意味かと言いますと、危険債権、あるいは破綻懸念先債権というのは、要するに

未収利息というものが当然延滞債権ですから生じているわけですが、それを資産

にも、あるいは収益にも計上するにふさわしくない。完全にそんなことを計上し

ていてもかえって計上すれば粉飾になってしまう。到底その支払いの見込みがな

いという意味でございまして、こういったものを破綻懸念先債権、あるいは危険

債権というふうにしております。 

後の破綻債権、実質破綻先債権は、法律上の手続が進行されている、あるい

は進行されるべく準備されているものを、真っ黒の債権にしておりまして、この

いずれもアメリカのＳＥＣ基準ではノンアクルーアルなローンズであると考えて

いるわけでございます。 

そういう前提でこのグラフを見ていただくわけでございますけれども、まず要

注意を入れたところでは、11年３月期、これはいわゆる第２回目の公的資本を注

入して、大幅な不良債権の処理をした年でございますけれども、そこにあるよう

に76兆7,000 億ということでございます。 

その翌年12年３月期は10兆ほど減りまして65兆9,000 億。それから本年、先ほ

どの13年３月期でございますが、60兆6,000 億ということで、要注意までのとこ

ろでは、それなりに減少をしておるということでございます。 

また、下からいって黒い方、真っ黒の方、その次の危険債権、あるいは破綻懸

念先債権のところで見ましても、これは順調に減っているということがあるわけ

でございますが、問題は、その上の、つまりこの棒グラフで言うと、ちょうど中

間の辺りにそれぞれ位置しております要管理債権、つまり、リストラクチュアー

ドローンズとパーストデューローンズの部分でございますが、これが4.6 から6.4 

に、１兆7,000 億、逆に増えているというようなことが見て取れるわけでござい

まして、言わば、私ども今回リストラクチュアードローンズ、パーストデューロ

ーンズともに、私ども今度のいわゆる 終処理の直接対象とは考えていない部分

でございます。 

つまり、条件変更をして少し金利の点で配慮している、あるいはデューの点で

配慮しているというようなこと。あるいは３か月以上、利息の元利の支払いが、

遅滞しているけれども、しかし、まだちゃんと払ってもらえるような業況である

から、それは未収利息を資産計上しておくというような先の債権を、いきなり「あ

なた 終処理ですよ」というのは、余りにもこれは現実離れしているわけでござ

いまして、そういうことを考えますと、私どもが言わば手に手をかけて話し合い

の土俵に引き込んでその処理を考えるというのは、やはり破綻懸念先以下の債権

ということにならざるを得ないということで、２番目の黒い方の破綻懸念先債権

から、今度の 終処理をしておるわけでございますが、そこを区分の境界といた

しますと、言わば要管理先という、その上の真ん中に位置しているところは、場
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合によっては破綻懸念先以下に落ちてきてしまう懸念のある、世評で言う予備軍

というようなところでございますが、その予備軍のところが若干ふくらんでいる

というところが気にかかる。その他の点については、順調に全体が減少している

ということが言えようかと思います。 

２ページ目を開いていただきますと、 近においても依然として銀行の自己査

定、それを元にした金融検査なりあるいは日本銀行の考査が甘いのではないかと

いう説がなかなか後を立たないわけでございますので、私ちょっと部下に命じま

して、11年度、12年度の帝国データバンクの倒産、破産のデータのうち、負債総

額上位から何社かを取って、それがそれぞれの銀行、あるいは検査、考査を含め

てですけれども、どのように査定されているかというものを数表に、 初は、現

実のものに表して、データとして取り寄せたわけでございますが、余りにも生々

しいということで、この席には拝見だけいただくわけでございますけれども、そ

のような社数でもって表示をさせていただきました。 

上位50社を取ったわけでございますけれども、そういたしますと、倒産をした、

破綻をしたというところの直前期がどのように査定されていたか、その前の２期

前がどのように査定されていたか、あるいは３期前がどのように査定されていた

かというのが、数社ではありますけれども、そこに一目瞭然、表れているわけで

ございます。要は、そこで見ていただくように、直前期ということになると実質

破綻先が中心になっているということでございます。例外はあるわけでございま

す。 

それで、２期前になると、破綻懸念先が中心になって、それぞれに一定の散ら

ばりを見せている。３期前になると要注意先程度のものになっているということ

がそこで読み取れようと思います。これを甘いと見るか、まあそれなりに的確と

見るかというのは、それぞれの人の判定だろうと思いますけれども、今、世評で

言われるほどには、実は実態と違うというふうには私は見えないということを申

させていただきます。 

次の表でございますが、今回、私どもが破綻懸念先以下の債権を 終処理する

ということでございますけれども、 終処理というのは、要するにオフバランス

化をするというふうに申させていただくわけですが、現状どうなっているかと申

しますと、先ほどの11年３月期、つまり第２次の７兆5,000 億程度の公的資金を

資本注入したときの期でございますけれども、これはオフバランスを12兆1,000 

億したわけでございますが、新規の発生が９兆円あったという結果、実際に破綻

懸念先以下の処理が３兆1,000 億にとどまったというように、その３つの棒グラ

フを読んでいただくわけでございます。 

次は、そこにありますようになっているのですが、13年３月期はどうだったか

といいますと、オフバランス化を5.9 兆円したんだけれども、新規発生が4.3 兆、

前年度と余り変わらずにあって、破綻懸念先以下の処理は1.7 兆円の減にとどま

ったということでございます。なお、これは、右側の下すみに書いてありますよ

うに、国内店のみの数字でございまして、いろいろな通常突合される場合にちょ
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っと不都合が起きるわけでございます。自己査定ベースであることもそこに書か

れているとおりでございます。 

次のページでございますが、そういうようにした場合に、更に金融機関の損益

に大きな影響を与えて、自己資本規制その他にさわる面があるのではないかとい

うことを御心配する向きがございますので、現在の担保と引き当てによる保全状

況そのものを書かせていただきました。 

担保は、これはもう 優良の、例えば、預金担保だとか国債担保というものも

入っていますし、一般担保、よく心配される土地等の一般の担保でございますけ

れども、これは公的な、例えば、公示地価等、毎年出てくるデータに基づいてま

ず基本の評価額が決まりまして、それに担保額面７割、これは売り急ぎというこ

とを考える場合に、通常やる掛け目でございますけれども、それを掛けまして、

担保の評価額にしているものでございます。したがって、ここには優良担保、預

金担保等の優良担保と一般担保、土地不動産等の一般担保が混在しておるわけで

すが、それぞれに評価をしておることによって、等価値と仮にしまして、それに

引当金を入れまして、保全の状況を率として表したものでございます。言うまで

もなく、破産更正等の債権は100 ％でございますし、破綻懸念先の債権について

は82.3％でございますし、要管理債権になりますと、50.3％でございます。これ

らを加重平均しますと、74.3％が現在の保全率ということになります。 

したがいまして、このようなことをやった場合に、 終処理のことでございま

すが、 終処理をやった場合に、更に追加損失が出るというのは、危険債権の

82.3％等だと言って、基本的にそこを17.7％というところが中心になります。勿

論、説く人によりましては、担保、特にいわゆる優良担保以外の一般担保の見方

が甘いから、もっともっと100 も100 ではないというような、82.3が82.3でない

というような見方もあり得るわけでございます。それは認めるわけでございます

けれども、とにもかくにも今言ったような手続、これは会計検査マニュアルにの

っとった手続でございますけれども、これによっての担保カバー率というか保全

率はこの表のとおりでございます。 

後のページでございますけれども、小泉内閣になりまして、２、３年内に不

良債権の 終処理を目指しますということを公約にいたしておるわけでございま

すが、それを少し時系列に落とすとどういうことになるかということでございま

す。 

まず、左の発生年度と不良債権というか、破綻懸念先以下の債権の発生年度が

書いてありますが、2000年度は、8.3 兆円既に昔からありまして、新しく生まれ

たのが3.4 兆円ということでございます。 

それで、既存の破綻懸念先以下債権については２年度間にということでござい

ますから、今年度と来年度にその黒い四角であるように処理をしなければならな

いということになります。 

それから、2000年度に新しく発生した3.4 兆円については、もうこれはニュー

ボーンでございますから、３年度間ということが許されまして、×が３年度間に
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わたって付けられている。01年度は、もう新しく幾ら生まれるか、02年度、03年

度同じでございますが、そういった関係で処理のスケジュールが課せられるわけ

でございます。 

そうして、これから２、３年の間ということでございますから、３年度間とい

たしますと、どういうことが言えるかというと、そこの一番 後でくくってある

ようなことで、01年度は8.3 と3.4 の一部をやればいい。02年度になりますと、

8.3 、3.4 にまた01年度に生まれたものをやらなくてはならない。以下、そのよ

うになるわけでございますが、03年度まで書いてあるのは何かといいますと、03

年度に生まれたものというのは、03年度のいわば、私どもが目標を達成する 終

年度でございますが、そのときには03年度のニューボーンの不良債権というもの

がもう決算上表れているということでございますので、そこまでを視野に入れて、

いかにニューボーンのＮＰＬ（ノンパーフォーマンスローンズ）を抑えるかとい

うことが課題になるということでございます。既存のものについてはそこにある

ように8.3 と3.4 と固定されるわけでございます。 

なお、これは、言うまでもなく大手、主要16行のものでございますけれども、

こういうことを主要16行についてやりますと、まず主要16行においては要管理の

方について破綻懸念先以下に落ちないために相当要管理の方もいろいろ工夫をし

ていかなければいけないというプレッシャーが働きます。それが１つ。 

それから、第２番目に地域銀行でございますけれども、地域銀行についても、

まず第一に大手行と協調融資する分については、当然大手行がそういうことをや

るということで、何らかの直接的な影響を受けるということでございます。 

それから、ペイオフが始まるということになりますと、不良債権が全貸出にど

のぐらいの比率を占めるかということは当然、いろいろな意味で銀行の良し悪し

を評価する基準になるでしょうから、地域銀行に対して直接政府が手を加えない

からといって、地域銀行がこういった問題について取り組むのを懈怠できるとい

うことには絶対ならない、マーケットメカニズム、マーケットフォースによって

そこのところは同じようなことをやらなければいけなくなるだろうと、このよう

に考えている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す。 

（速水議員） 今、柳澤議員の御説明は非常にわかりやすかったと思います。この不

良債権問題の抜本的解決のポイントとして、確実な 終処理ということが期限を

付けて、はっきり出てくるというのは非常に内外の信認にはつながっていくと思

うんですが、私が１つ、前から心配して申しておりますことは、既存の不良債権

のオフバランス化だけではなくて、今、こういう情勢の中で刻々と企業の業績の

状況が変わっていっているという点です。 

特に構造改革などが活発化していきますと、そういう企業の質的な変化がかな

りスピーディーに動く可能性があるということを考えますと、変化していきます

金融経済情勢を踏まえて、既往の自己査定や引き当てを見直すということが極め
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て重要なことだと思っております。 

市場の信認を得るためにも、今の骨太の方針の中で構造改革の中にも、そこの

ことを書き加えていただければというふうに私も思っております。 

（柳澤臨時議員） この問題は、かねて速水総裁の方から御指摘をいただいておりま

すし、また、一部内閣府の方からもそういう意見が伝えられておりまして、私も

いろいろと考えておるところでございます。 

今、速水総裁がおっしゃられたように、企業の業況を手早く反映させるような

引き当てをすべきであるということであれば、あえてこういう言い方をさせてい

ただくわけですけれども、それはしっかりやっているということを言わざるを得

ません。 

問題はそうではなくて、もっと前倒しした、つまりある企業の業況に対して、

どちらかと言えば、悲観的なことを考え、竹中大臣の方が来年の経済見通しをど

うするかというようなことにもよりますけれども、それを業況に反映させたとい

うようなこと。あるいは担保価値についても、地価の低落傾向を前倒して織り込

んだような評価をしたらどうか。これは、担保にも引き当てにも、実は前倒しし

たということで問題提起を受けておるわけでございますが、私どもといたしまし

ては、引き当てというのはあくまでも過去の貸倒れ実績に基づいて、必要な引き

当ての率が決まってくるという、この根本の原則がございますので、この貸倒れ

実績はこうだけれども、この債務者区分に区分された債権のこれまでの倒産実績、

あるいは倒産実績の場合にはそれに貸倒れ率というのを、更に掛けるわけですが、

一応貸倒れ実績率です。これ以上のものを引き当てるということになりますと、

これは検査マニュアルを超えた話に当然なるわけでございます。今は、検査マニ

ュアルは貸倒れ実績をちゃんと見て、将来の見込みを立てて引き当てろと。 

そうなった場合に、債権者の保護には非常に役立つわけですが、片方、株主の

利益は一体どうなるんだということが当然問題になります。こういったこととい

うのは、要するに債権者、バランスシートの負債側にある債権者をどう見るかと、

一番下にある株主資本の提供者というものの利益等の、言わば、せめぎ合いの部

分でございまして、私は十分いろいろ考えてはいるんですけれども、この段階で

はそういう前のめりと言うか、前の見込みを本当に的確に立ててくれて責任を持

ってくださると言えば別ですけれども、業況について、あるいは経済見通しにつ

いて本当に責任がその貸倒れ実績を修正するほどの確度をもってやってくれるか

と言ったら、恐らくそれはだれもできないだろうと、こう思います。そこに何か

工夫ができないかということは課題としては考えているわけですが、現在段階で

はその程度にとどめておきたいということです。 

（竹中議員） 今のお話というのは、かなり哲学的な問い掛けを含んでいまして、日

銀総裁のは、徹底したいわゆるフォワードルッキングで、将来の価値を今に割り

戻してみて、それを引き当てろと。 

これは実は、マーケットというのは、それに近い見方をする可能性は実はある

んだと思うんです。ところが、現実の処理の問題としては、やはり過去の実績に
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基づかざるを得ない面があると、それとのせめぎ合いであるということで、この

問題の所在は認識した上で是非引き続きいろいろと御検討いただきたいと思いま

す。 


ほかにいかがでしょうか。 


（吉川議員） 今、大臣がおっしゃったことは１つのポイントだと思いますが、柳澤

大臣からの御説明にもありましたとおり、不良債権の問題というのは、新規発生

の問題というのが大きいことは明らかであり、経済の実態面が立ち直ることがこ

の問題の解決にとって、極めて重要です。したがって骨太の方針の中でも、経済

再生プログラム、いろいろあるわけですが、そうしたことをできるだけ速やかに

実行するというのが大変大事だと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今の吉川議員の御指摘、実務サイドからの収益改善も含めての日本経

済の立ち上がりが重要だということは、勿論そうですが、もう少し狭い範囲の中

でも、銀行の将来の収益性の改善がなければ、これはこなしていけないわけで、

今の日本の金融業自身の収益生産性というものを厳しく問い直すということは、

これは非常に重要な問題だと思いますし、オーバーバンキングも含めて、より広

い視野でこの問題の整理をしておくということは、これは非常に今後やらなけれ

ばならないテーマだという具合に思っておりますけれども。 

（竹中議員） 構造的な問題ですね。日銀総裁。 

（速水議員） ちょっと、付け加えさせていただきますが、御承知のように、この３

月決算でも、大手の１行は、やはりかなり自分のところの自己査定を非常に厳し

く見直して、かなり引当金を積み増したんです。これなんかは、私どもとしては

時宜を得て非常にいい措置を取ったと思うんです。私どもも考査の指導などでは、

なるだけそういう取引先の企業実態というものをよく見て対応していくようにと

指導をしてまいりたいというふうに思っております。 

（竹中議員） この問題は、恐らく骨太の後も経済の見通しの中で多分詰めなければ

いけない問題だと思いますので、新しいイニシアティブについて、いろいろ是非

御議論をいただきたいというふうに思います。 

どうもありがとうございます。 

ここで、遠山議員と柳澤議員が御退席になります。ありがとうございました。 

（遠山臨時議員、柳澤臨時議員 退室） 

○「基本方針」（素案）について

（竹中議員） それでは、基本方針の素案についての審議に移りたいと思います。 

基本方針に関しては、今回を含めて３回程度の諮問会議を開催し、取りまとめ

なければいけないんでありますが、実態的には今回と次回で実態的な取りまとめ

をしなければいけないというふうに、スケジュール上は考えております。 

皆様には事前に配布しておりますけれども、資料の２というのがございます。

資料の２はもう文章になっておりますので、今日は、私は御説明いたしません。
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事前にお目通しいただいたものというふうに思います。 

なお、６章につきましては、このうちの経済動向ですけれども、ＧＤＰ統計が

今朝一応発表されたということ、また、14年度予算に関しては、本日の議論等に

基づいて作成しなければいけないものですから、本日は骨子のみの配布としてお

ります。 

それでは、お手元の基本方針について御自由に御議論をいただきたいと思いま

す。 

申し添えますが、これはこの週末に各省庁にはお願いをいたしまして、ですか

ら可能な範囲での意見の調整というのは得ております。関係者の皆様に御礼を申

し上げますけれども、その上で幾つかの残された課題があるということかもしれ

ませんので、是非その大きな問題について御議論をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 意見を言うたらいいんですか。 

（竹中議員） 財務大臣どうぞ。 

（塩川議員） そうですか。私はずっとチェックさせてもらって、私としても昼から

ずっと議論したんですけれども、まず、順番にいきますと３ページのところで、

下から５行目のところで、「（教育バウチャーを含む）」と書いていますね。こ

の教育バウチャーというのは、今これは適用していいと言って良いんだろうかと

いうことなんですが、ということは、このバウチャーは非常にばらまきになると

いう印象を強く受けて持っておりますので、この点については、是非ひとつ考え

ていただきたいと思っております。 

もう１つ、元に戻りまして、９ページのところにもバウチャーと書いています

ので、これもひとつお願いしたいと思っておるんです。 

６ページのところですが、これに今後の経済成長率に関する数字を記述するこ

と。これはちょっと難しいと思いますので、６ページのところをちょっと見てい

ただいたら、経済の成長率を明記するように書いています。それは、プライマリ

ーバランスを取る前に、そうせざるを得ないということでございまして、ちょう

ど真ん中辺りのところに「平成13年度は○○○○○、平成14年度には○○○○○」

と、こう書いてございますが、ここは数字を入れられるんでしょうか、どうかと

いうことなんですが、これは非常に私ども敏感に受け取っておりますので、ひと

つ十分な御考慮をお願いいたしたいと思っております。 

それから、税制のところですけれども、これはページ数で言ったら12ページで

す。「税制改革」とございますが、この全体について、実は一番大事なところが

抜けておるんですが、それは租税特別措置法の見直しは も肝要であり、緊急で

あり、経済活動に対する誘因として、新しい政策減税等は、是非ひとつ避けてい

ただきたいと、これはひとつお願いしたいと。私の方は、租税特別措置を思い切

って見直しをする。 

一方で、新しいもの、インセンティブだと言って、ぽんぽん出ていったんでは、

ちょっと格好がつきにくいのでお願いしたいと思っております。 

もう１つ、税制のところなんですが、これは総務大臣に非常に関係のあるとこ
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ろなんですけれども、実は総務大臣から「税源の移譲を含めての検討として書い

てくれ」と、「国と地方との関係です。」と、こうおっしゃっていました。 

ところが、税源の移譲ということは、すなわち国税を減らして、その分を地方

に移すということでございますから、これは検討課題に挙げられたら、私どもは

絶対に困るということでして、それよりも私ども、地方の方で、例えば住民税だ

ったか何だか、自主財源として取れるものがございますので、そこらはひとつ大

いに考慮していただいて、我々もそれには応援していきたいと思っておりますの

で、是非ひとつお願いしたいと思っております。それから、ところどころに出て

おるんでございますけれども、国債発行30兆円を抑えるということは、その都度

に明記されておりますけれども、これをひとつよろしくお願いいたしたいと思っ

ております。 

それからもう１つ、４番目の問題として経済の見通しのところなんですけれど

も、これは35ページのところになります。35ページの上から８行目ぐらいのとこ

ろで「平成13年度、14年度の経済の姿」とありまして「様々な不確実性が存在し、

的確に見通すことは困難であるが、平成13年度は○○○○○、平成14年度には○

○○○○」と、こうなっていますが、この○○のところに数字を入れると思うん

ですが、これは非常に拘束されてまいりますので、是非ひとつこれは記述するこ

とは不適当だと思いますので、よろしく御配慮お願いいたしたいと思っておりま

す。 

もう１つ、プライマリーバランスのところで、ちょっとどこかとは思い出せな

いんですが、そこに書いてあることで、平成16年度以降、プライマリーバランス

に入るわけでございますけれども、それは何年度から入るということは、絶対に

これは記述しないようにしていただきたいと思うんです。 

しかし、平成14年、平成15年度は経費の削減を通じて、体質を改善強化すると

ずっと国会答弁で言っております。そして、その間に景気の動向等が展開してよ

くなってきた場合には、その後すぐ引き続いてプライマリーバランスの導入に入

ると、こう言っております。 

そのことに対して、学者の中から一方からは、それでは中期計画はいつから入

るのかということがはっきりしないではないかと、だから、これの年次を明記し

ろと、こう言いますけれども、これは非常に私は危険なことだと思いますので、

その点は、これはプライマリーバランスに入ることは間違いなくやります。やり

ますけれども、その間、14年、15年の景気動向を見た上で入りたいと、こういう

表現。そして、同時にその年限を何年でやるかということについては、ちょっと

不的確なことでありますけれども、その辺の表現を取っておいていただきたいと

思っておりますので、よろしく御配慮をお願いしたいと思っております。 

大体、私の方から言うのは、そんなことです。 

（竹中議員） はい、ありがとうございます。 

それでは、済みません。平沼大臣、片山大臣の順でお願いいたします。 

（平沼議員） 現在、産業構造改革・雇用対策本部で新市場、産業の創出、経済の活
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性化について議論が行われているわけです。 

骨太の方針との関係がはっきりとしていないわけで、第１章、これは構造改革

と経済の活性化の末尾13ページに、方針を受けた施策の具体化を本部で早急に検

討する旨、盛り込むなど、前回申し上げたんですけれども、私は明確な位置づけ

をお願いしたいと思っています。 

それから、新市場、産業の創出というのは、やはり金融サイドの不良債権や産

業サイド不良債務というものを処理するに当たっては、やはり第２章の「新世紀

型社会資本整備」や、第６章の「平成14年度予算の基本的な考え方」に挙げられ

ている重点的に推進すべき分野に、やはりそういう痛みが伴う場合には、それの

受け皿をつくらなければいけないわけですから、新市場、産業の創出という項目

も、私は明確に盛り込むことが不可欠であると思っております。 

また、循環型社会、高齢化社会、それから科学技術振興など、ここに掲げられ

ている項目は、いずれも重要でありますけれども、何よりも重要なことは、こう

した分野で新しい市場、産業が生み出させていくと、こういう視点が、先ほど遠

山文部科学大臣の言葉にもありましたけれども、この大学改革、それから、イノ

ベーション、ベンチャー振興、そういったことを、この力点を置いていくために

も、私は新市場、産業の創出という文言を独立させて１項目立てていくべきだと、

こう思っています。 

先ほど、塩川大臣が言われましたけれども、やはりこの「平成13年度○○○○

○」と、こういうふうになっていますけれども、やはり平成12年度の実質経済成

長率は結局0.9 ％になって、1.2 の達成はできなかったと。この見通しの数字と

いうのは、市場や人々の心理に対して大きな意味を持つものでありますから、そ

れを示すことの是非というのがあると思います。ですから、塩川大臣が御指摘に

なられたことは、私はそういう意味では重要だと思いますので、よく御検討をい

ただきたいと、こういうふうに思っています。 

私からは、今のところ以上であります。 

（竹中議員） 片山大臣、どうぞ。 

（片山議員） 全文を、本日ちょっと国会だったものですから、丁寧に読んでいませ

んので、私の所管以外のことについては、また全部読ましていただいて意見を申

し上げます。 

表現等について、事務的にかなり調整していただいてよくなっていると思いま

す。ただ、私が気になるのは、この前もちょっと申し上げましたが、ナショナル・

ミニマムとシビル・ミニマムという概念です。中身は少しも確定もしていなけれ

ば、成熟もしていないのです。ほかにいい表現があるか検討してください。わか

ったようで、わからないのは、これなんですから。特にシビル・ミニマムは、さ

っぱりわからない。 

（小泉議長） 国民はわからんな。全然わからん。 

（片山議員） そうでしょう。それから、交付税の見直しはやります。やりますけれ

ども、段階補正、事業費補正の説明を、この格調高い骨太の方針で書くことはや
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めてください。人口、面積などという表示もやめてください。大変、地方の皆さ

んが神経質になっていますから。そこで中身ですが、まず、17ページです。「重

点的に推進すべき分野」で、社会資本整備の重点分野を６つ書いていますけれど

も、私はＩＴ関係を何で入れていただけないのか。なるほど、今のところ公共事

業に入れていただいているのは２種類だけですし、額も大きくありませんけれど

も、５年後に世界で一番進んだＩＴ国家にするというときに、やはりここに掲げ

ていただく必要があると思いますし、地域的なデジタル・ディバイトの解消は

終、ぎりぎりのところは、公的な主体を考えなければいけません。第３セクター

にするか、公そのものにするか。 

もう１つは、今、鉄道はもう済んでいますが、道路でも下水道でも、全部光フ

ァイバー網と一緒に整備しております。農林水産省関係もこれからやりたいとい

うことで、そういうことを含めても、ここで何も書かないというのは、いかがか

なと思います。これは量の多寡ではない。姿勢と方向なのですから。これを６つ

を７つにするのに何の問題がありますか、ひとつ御検討賜わりますように、よろ

しくお願いします。 

それから、塩川大臣に申し訳ないことになりますが、29ページ。税源移譲とい

うこと、すぐにできると思っていませんが、私は、これを打ち出さなければいけ

ないと思います。今、国と地方は税の取り高が、御承知のように、６対４で、仕

事の方は地方が３分の２、67％。国が３分の１やっております。取る方と使う方

の乖離が問題で、この乖離を、どうやって縮めるかということが一番のポイント

なのですよ。正直なところそうなのです。 

（塩川議員） わかりました。では、税源移譲ということを税源配分に直してもらえ

ます。 

（片山議員）  いやいや、移譲ということを入れて、税源移譲などと書くべきですよ。 

（塩川議員） 移譲という言葉は、これは法律的に見てもどうも。税源の配分です。

配分の見直しとする。 

（片山議員） だからそこが配分の見直しでは、いかにも役人が小知恵を出して考え

たようで、小泉改革にひとつもインパクトが出ませんよ。移譲と書くと地方分権

の推進にもなるのです。 

（塩川議員） 移譲というのは、こっち減らして、向こうに移すということだから。 

（片山議員） いやいや、それはそうですよ。６対４を５対５にするということはそ

ういうことだから。それは全体を増やすという過程の中での議論に恐らくなるで

しょう。 

（塩川議員） それは、配分の問題であって、移譲の問題ではないんだ。 

（竹中議員） ちょっと、その辺は、後で議論を整理させていただきますので。 

（片山議員） それは、やはり私は方向を出すということが正しいので、今の税収は

国が６割取って、地方が４割取って、実際は逆転で国から国庫支出金や交付税に

流れて行くということを打破しないと、改革になりませんよ。だから、私はすぐ

と言っていませんよ、方向を出してくれと言っているので、これを出すことが負
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担と受益の乖離をなくすことなのですよ。これは根幹です。モラルハザードはそ

こに起こっているのですから。 

それから、次のページ30ページに法人事業税のことについて書いてあります。

初の案よりも大分表現がやわらかくなっていますが、30ページの上の３行目か

らです。法人事業税の外形標準課税。これは、税収中立なので増税するわけでは

ありませんし、「早期の導入を図る」ということが与党の合意なのです。「図る

ことが必要だ」という評論家みたいな書き方は弱過ぎるのではないでしょうか。

「導入を図る」ということが与党３党の合意で、税制改正大綱に書いていますか

ら。 

（塩川議員） こういうことをやって、地方財源を増やしたんです。 

（片山議員） ちょっと待って、「課税の仕組み等についての検討状況」という表現

は、与党３党の合意で「検討を深めつつ」となっていますよ。私は与党３党の合

意も満点とは思いませんけれども、せめてそこまでの表現をお考えいただいた方

がよい。「できる、できぬ」は、これはこれからの状況次第ですよ。そんなに簡

単に私はできるとは思いませんけれども、しかし、方向としては打ち出すことが

改革だと思いますよ。 

それから塩川大臣、法定外普通税や超過課税のことを言われましたけれども、

いい税源は全部すでに税として課徴されていますから、主なものは所得と資産と

消費ですから。 

（塩川議員） いやいや、外形標準課税はできないです。 

（片山議員）  あとは、大したものは残っていない。法定外普通税や目的税としては。 

（塩川議員）  それは何でも、受け皿に落ちてくるのを待っていたら、それはいかん。 

（片山議員） 移譲でなければ、大したことにはならないと言っているのです。 

（塩川議員） 多少は努力しなければいけない。 

（片山議員） それはします。だから、それはできるだけ認めていきますけれども、

それはおよそ限度があります。 

（塩川議員） 増税に結び付くやつは全部だめと、国から持って来いという考え方、

これは何とか考えなければあかんわ。 

（片山議員） いやいや、法定外普通税や目的税や超過課税は増税ですよ。だから、

地方は増税をやると言っているのですよ。増税は当面はしないとしても、将来は

やはり増税の方向ですよ。その中で税源移譲も考えていくのですよ。それを書か

ないなんておかしいですよ。 

（塩川議員） そのぐらいの努力をしなければ。 

（竹中議員） 片山大臣、項目としては、それだけでよろしいですか。まだ、ござい

ますか。 

（片山議員） そうですね。一番 後の方の、35ページ、36ページ、両大臣言われま

したけれども、来年度の予算編成のところ。これは、これからの話でしょうが、

色々と議論させて頂かなければと思いますよ。 

（竹中議員） ちょっと、済みません、今のことに関連しての御意見が平沼大臣から
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ございます。 

（平沼議員） 前回のときも申し上げましたけれども、与党３党の合意だということ

ですけれども、外形標準課税ということに関しては、諸外国の流れの中では、や

はりこれは非常に問題があると、こういう形で 後まで残っていたイタリアも、

これはやめるような方向になりつつあります。これは、やはり雇用とか研究開発、

これに対して非常にマイナスに働く、そういう一面がありますので、私どもとし

ては外形標準課税に関しては、要検討であると、こういうふうな認識を持ってお

りますので、与党３党という、そういう御意見がありますけれども。 

（片山議員） 与党３党で、もうそう決めたのです。年末の与党税調と、自民党税調

は勿論で。もちろん、一部の反対はありましたよ。 

それから、済みません、私ばかり発言して。付加価値ということで、人件費を

取り上げているところが、いろんな議論があるので、そこは相当な工夫を、この

前に出した案にもしてありますが、私はもっとしろと言っております。 

それと、 低なら４倍ぐらいでしょう。赤字だからと一切税金を納めない。も

のすごく儲けたとか、連結で黒字を赤字にして一銭も納めないというようなこと

は、私は、国の場合も問題があると思いますけれども、地方の場合は応益原則な

のでもっと問題があるのです。広く薄く公平に負担することが、特に地方税の場

合には必要だと思いますよ。応能と応益。 

（竹中議員） はい、ありがとうございます。これは民間議員が練りに練って確定し

たものでありますので、是非、民間議員からのプロテクトを、まず、お願いした

いと思います。では、牛尾議員、奥田議員。 

（牛尾議員） いろんな伝統的な議論があると思いますが、今回の構造改革で提案す

る 大のポイントは経済の活性化を構造改革を通じて行うという大胆なことであ

りますので、経済活性化の中に、税の誘因要素を一切入れないのは問題があると

思います。 

私は既存の歴史的な役割を終えた租税特別措置法は、できるだけ排除した方が

いいと思うけれども、それに代わって、その額を超えない範囲内で、やはり新た

にインセンティブになるものは十分考えた方がいいと思います。 

私は、個人的にインセンティブは税よりも歳出で行う方が好ましいという基本

的な考え方を持っており、税はできるだけ広く薄く取って、そのような必要なイ

ンセンティブは歳出で行い、狭く、深く行うことは原則でありますが、やはりそ

の過渡期においてはインセンティブな税制というものを全く否定することはいか

がなものかと私は思います。 

もう１つは、プライマリーバランスの問題で、これは総理が国債の発行を30兆

円に抑制することの次はプライマリーバランスの均衡を目指すとおっしゃってい

るわけですから、年限は２～３年の集中期間があって、その後、プライマリーバ

ランスの回復に入るという程度の表現はあるべきだと考えます。 

プライマリーバランスの回復の中に、すぐ消費税の増税があるのではないかと

の印象を与えることは非常に問題であり、基本的には税収増は考えるけれども、
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その手法は十分検討の余地がまだあるわけですから、その辺のところを丁寧に、

皆さんがおっしゃるように、言葉の使い方は吟味する必要があると、私は思って

おります。 

それから、外形標準課税の問題に関しては、基本的にはすべての企業が税金を

払うという鉄則が、特に日本のように、こんなに赤字が多く、税金を払わない企

業が、しかも大企業まで存在していることを黙認することは、本当に公平感がな

い。それから中小企業対策により、中小企業が赤字だと決めつけることも問題で

す。確かに中小企業が赤字の多いのは事実ですが、やはり約35％は収益を出して

いるわけですから、やはり何らかの形で慢性的な赤字の会社が、それなりで生存

しているということは、赤字を貯めては、含み資産を売って税金を払わないとい

う、戦術的に使っているケースが多い為です。それは大会社についても言えます。 

だから、やはり少なくとも、国の税は儲かっている会社から応能的に徴収すれ

ばいいけれども、地方の税は、税収の安定からいって、応益的にやはりきちんと

取るべきだと思います。経済同友会も1997年からこれを主張しておりまして、こ

れは説得力のある話だと私は思っております。 

それから、全部言いますと、ナショナル・ミニマム、シビル・ミニマムのコン

セプトがはっきりしないことは事実でありまして、画一的な成長を国が地方に対

して保障することは終わったことは正しい。 

個性に応じた独自の発展計画をつくることも正しい。それを排除するために、

ナショナル・ミニマム、シビル・ミニマムを超えるものは、との議論ですが、こ

れはやはりもう少し良い言葉があると思うことは、全く私は同感であります。 

それから、重要アイテムの中にＩＴ大国の実現を入れることも、新市場の創出

を入れることも賛成であります。 

それから、 後の税源の配分か移譲かというのは、これは神学論争みたいなも

のであり、ただ、それをはっきり配分しなければならないという事実は、皆が認

めているわけですから、そこのところに力をできるだれ入れて、言葉で議論をし

ますと非常に不毛になるので、これはもう総理の常にわかりやすい表現で、総理

裁定に委ねたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員）  申し訳ありません。各大臣、言いたいことたくさんあると思いますが、

ちょっと民間の方に一通り話していただいてから、またお願いします。 

奥田議員、お願いします。 

（奥田議員） 私は、外形標準課税のことについてお話ししたいんですが、今、牛尾

さんがおっしゃられましたが、従来の経済同友会の意向は賛成だったわけですけ

れども、実は去年の11月に経済五団体としては反対ということが出ておりまして、

正直言って前の主張と違っているわけです。 

これは、大臣の言われた13年度の税制改正大綱を読みますと、今後課税の仕組

み等について更に検討を深めて、景気の状況等も勘案しつつ、早期導入を図ると

いうふうに書いてあるんです。だから本文ではそれに合わせて書いてあるんです
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けれども、できるだけ早期導入を検討とか、もうちょっとマイルドにしたらどう

かなというふうに思います。 

（竹中議員） 本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 今、三大争点、税のインセンティブの問題、外形標準課税の問題、そ

れから地方財源の問題、これすべからく私の専門でもありますし、表記上いろい

ろ御意見をいただいたところでございまして、頭を痛めたところでございますけ

れども、税の誘因というものを全く否定してしまうということは、80年代、90年

代の世界の税制改革の潮流という観点からすると、行き過ぎた規制だという具合

に思います。 

勿論、我が国は戦後貯蓄、例えば優遇という形で、マル優等を導入してまいり

ました。しかし、そのことが今、経済状況の中でどういうような意味合いを持っ

ているかということになりますと、御承知のとおり貯蓄過剰を更に支援している

というような状況になっておりますから、当然のことながらリスクマネーに対し

てどのように対応するかということは、そのマル優的な考え方との関係において、

やはり中立化するという状況の中で、この誘因というものを活用していくという

考え方は、当然あり得る話だろうと思いますので、そういうことをしてしまって

は税理論を全く経済学的に分析するということの、必要性すら否定することにな

ろうかと思いますので、是非これは学者の良心としても私は入れていただきたい

というのが第１点であります。 

外形標準課税の問題につきましては、経済産業省は、２、３年前は随分これ促

進されて、どういうロジックで立場、お考えを変えられたのか、少し理解に苦し

む、その情報も持っておらないわけでありますけれども、資本収益率が非常に低

いという状況の中で、日本の経済が低迷をしているという現状から考えますと、

この外形標準課税という問題は、資本要素の生産性の中立性という観点から、極

めて大きな効果を伴うわけでありまして、現在の法人事業税というのは、稼ぐ者

をいたぶって、そして払うべき公的サービスの部分のところを軽減するという形

で、現状肯定的になっておるわけですから、構造改革という視点からは外形標準

課税の導入というのは、これは真っ当な提案ではないかというふうに考えており

ます。勿論、先ほどの総務大臣の御指摘で、公的な部分のところを受益している

者は、受益者としての立場から、これをサポートすべきだという論拠は、勿論も

う１つあるんだろうと思いますので、この点について私は少し平沼大臣とは意見

を異にしております。 

それから、地方財源の部分のところにつきまして、これも非常に実質的な問題

が表現の問題にすり替えられているという、非常に懸念を持っておりまして、総

理もこれまで御発言なされていますとおり、現実には財源の部分のところと支出

の部分のミスマッチを、どのような形でバランスを取っていくかという問題は、

避けて通ることはできないテーマだという具合に思いますので、その辺のところ

は穏当な形で表現をまとめていくということが必要ではないかという具合に考え

ております。 
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以上、３点であります。 

（竹中議員） どうぞ、吉川議員。 

（吉川議員） 外形標準課税につきましては、税金を払ってない、赤字決算を続けて

いる企業が多過ぎるという実情があるわけで、外形標準課税はこの問題を解決す

るための手段だと私は思っています。こういう現実を踏まえた上で、応益原則か

ら言ってもう少し税を負担してもらってもいいんではないか、そこのところをど

う考えるかということだろうと思います。 

もう１つ、塩川大臣、平沼大臣からお話がありましたが、平成13年度、14年度

の経済見通し、数字を入れない方がいいというお話でありました。この点につき

ましては、平成14年度については、確かに、まだかなり先でよくわからないとこ

ろはあるわけですが、平成13年度につきましては、現在は政府が1.7 ％、もとも

との見通しで1.2％ から1.7％ に加速していくというシナリオを描いていたわけ

ですが、これは現状のデータからすると、かなり厳しいということはわかってき

ているのではないかと思います。ですから、平成13年度については、素直に現実

を見詰めた方がいいんではないかというのが私の考えです。 

それと関連しますが、経済の先行きが少し厳しいというときに、いわゆる構造

改革との関係をどういうふうに考えるのかということが、よく問題になるわけで

すが、例えば財政につきましては、歳出の見直しというようなものを徹底的に行

う。あるいは、問題を抱えた制度を改革するという意味での構造改革というのは、

私は景気とぶつかるようなものではないというふうに基本的に考えております。

ですから、それについては徹底的にやる。ただし、プライマリーバランスをどれ

くらいの時期までに達成するかという、言わば財政再建のペースの方は、これは

マクロ経済の状況を見ならが考えていくべきだというふうに考えます。その意味

でも、現実の経済を素直に見詰めるというのは決して悪いことではないんで、い

ろんな理由で経済が変わるところはあるわけですから、現状で1.7 ％、13年度は

厳しいということを、数字の上で確認してもいいんではないかというふうに思い

ます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。各大臣に御議論いただく前に、ちょっと私な

りに今のポイントを若干整理させていただきます。 

まだ、今のレスポンスの中に出てきてない問題、教育バウチャーの問題が出て

きていないんですが、教育バウチャーというのはすごく広い概念で、このバウチ

ャーという言葉に示されているのは２点です。 

やはり、何らかのインセンティブを与える。人材大国に向けて、政府が何らか

のインセンティブを与えるというポイントと、もう一点は、それを例えば厚生労

働省が直接訓練するのではなくて、直接政府がやるのではなくて、マーケットの

中で選ばせる、これがバウチャーの非常に大きな意味なんです。選ばせ方はいろ

いろあります。それは、極端な話補助金を与える、別にそんなことイメージして

いるわけではありませんけれども、そのマーケットの活用というのが、そういう
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ものを広くバウチャーと呼んでいますので、これはやはり人材大国の１つの方向

として、かつ市場メカニズムを活用するという方向としては、具体的な制度設計

はこれから考えるとして、私はやはり非常に高いメッセージ性があるのではない

かなと思います。 

成長率をどうするかについては、大変微妙な判断かと思います。特に、政府経

済見通しを掲げて、それを閣議決定しているわけですから、今回この骨太の方針

を閣議決定するということになると、それとの整合性、閣議でそれを決めるかと

いう問題が出てくると思います。厄介な問題です。しかし、同時に、今、吉川議

員が話されたように、もしもこの中で我々が今後の経済の見通しについて何もメ

ッセージを出さなかったら、やはりこの報告全体に対するクレディビリティーは

著しく下がるんだと思うんです。方法は幾つかあると思います。 

例えば、閣議決定しない。その補論みたいな形、付録みたいな形で出すとか、

ないしは内閣府、これは堺屋さんが経済企画庁長官のときに、それに近い形でや

ったらしいですから、ないしは私の私案みたいなものでも、 終的にはあり得る

のかと思いますが、形を変えてイメージを国民に示していくということは、何ら

かの形で必要だと思いますので、どういう選択肢がいいか、ちょっと皆さんに御

相談させていただきながら、次回にこういうのでどうかということを是非示させ

ていただきたいと思います。 

あと幾つか、ＩＴの話でありますとか、特に平沼プランとの関係を明確化しろ

とか、そういうのは幾つか重要メッセージがあろうかと思いますので、ちょっと

これは私たちのできる範囲で議論をさせていただきたいと思います。 

さて、議論のポイントは本間議員が三大論争というふうにおっしゃいましたが、

その税の話、これについては繰り返しますが、やはりこれを全面否定するという

のはないだろうと、これはちょっと難しいのではないだろうかというのが、割と

一致した意見だと思います。 

税の移譲の問題については、余り言葉に 終的にこだわらずに、中身を議論し

た方がよいのではないだろうかというのが、皆さんの御意見だったと思います。 

外形標準課税についても、いろいろ難しい問題がありますが、公平という観点

から少し議論をすべきではないのか、これが民間、というより私たちの議論であ

りましたので、それを踏まえて、では平沼大臣からお願いいたします。 

（平沼議員）  その外形標準課税について、２、３年前は経済産業省、当時通産省で、

こういう話がありました。しかし、全体的に今、経済立国の日本の中で、500 万

とも言われている企業の中で、99.7％が中小、零細な企業です。そこのところに、

非常に赤字法人も多いわけです。それなりに一生懸命努力をしているわけです。

したがって、賃金を課税標準とする外形標準課税をやった場合には、非常にただ

でさえ厳しい中で、そして雇用や、更に研究開発、この研究開発をすることによ

って力を付けてもらって、そして更に雇用を吸収するというようなことを考えた

ときに、これを今の段階で全面に出すと非常に大きな、そういう意味では全体を

占めるところの部分の反発が非常にあるわけです。ですから、そういう形で、非
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常にここは私どもは慎重にしなければいかぬというのが基本的な考え方です。 

もう１つは、先ほどもちょっと例を申し上げましたけれども、それぞれの国が

どんどんこれをやめていっているわけです。具体的に少しセンセーショナルな表

現なんかを使っていますけれども、例えばドイツ政府の見解なんかは、税制にお

ける化石とも言うべき営業資本税は廃止されなければならないとか。 

ミッテラン大統領は職業税に関しては、愚かな税制であって、不公平であり、

反経済的であるというような、賃金課税の廃止を決定をしています。 

イタリアというのは、98年に導入したんですけれども、経済財政大臣は今年の

予算から段階的削減を開始する、徐々にであるがすべての中で も、これは少し

センセーショナルな言い方で、有害な税を廃止するというようなことも言ってい

るわけです。 

ですから、世界の中で大分そういう形で見直しが行われているという、そうい

う現状が１つあるわけです。おっしゃられるように、確かに払ってない、そうい

う公平感から言うと、それは御指摘のとおりのことがあるんですが、今、私が言

ったように、そういう全体を見回したときに、やはりここは少し慎重に考えるべ

きではないかと思います。 

恐らく、奥田議員もそういった１つの背景の中で、御主張になられているんで

はないかというふうに私は思っております。 

またもう１つは、例えば担税力があるお医者さんだとか、開業医だとか、弁護

士とか、そういったものが除外されている状況ですね、ですからそういったとこ

ろも慎重に見直しながら、私はここは検討を加えていくという考えでございます。

（竹中議員） それでは、塩川大臣、片山大臣、速水総裁。 

（塩川議員）  まず 初に、租税とか全部廃止するとか、そんなこと言ってないです。

ただ、新しいのをつくってもいいんです。これはインセンティブがやはり必要な

んです。しかし、それを安易に行ってしまうと、どんどん、何でもかんでも税制

改正、税制の優遇と引っ付けてしまうから、だめと言って戸を締めてあるんです。

しかし、中を整理してきて、ちょっと開けてみて、これいいなと思ったら、中へ

引っ張り込みますから、その点は適当に書いて、しかし一応締め切っていると。

もう廃止するんだと言っていることだけは、やらせてもらいたいと思っておるん

です。 

もう１つ、地方税の関係、考えなければならないことはあるんです。しかし、

私は一番根本は、どういう性質のものを地方税にし、どういう性質のものを国税

にするか、この根本を私が税制会長やっていたときからテーマでしたんです。い

まだに、答え出ないんです。だから、私は直接税は国税、間接税は地方税、そう

いう分け方をしていくならば、非常に理解しやすいから、その根本をやらないで、

ただ移譲だと言っているものは、私はだめと言っているのです。だから、配分を

しなければと言っているんです。議論は、これからやったらいいですけれども、

こういう精神だけくんでください。 

ですから、根本の思想がはっきりしないのに、テクニカルにぱっぱっとやって
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はいけないということなんです。 

もう１つ、そのシビル・ミニマム、ナショナル・ミニマム。これ難しい言葉で、

私は余り知らないんですけれども、要するに、行政需要を、行政と責任というも

のをミニマムと言っているんです。ですから、国の行政上の責任はここまでだと、

あるいは市町村はこういうことだと、公害対策が起こったとき、団地の近くのカ

エル取りまでやったんです。これを交付税で見ろと、特交で見ろというようなこ

とをやったことがあるんです。そういう行政需要の拡大はやめて、ここまでは市

としての自治体の責任、国はこれだけということは、やはり明言していくべきだ

ろうと。それでないと負担とサービスの関係がわかってこないと思うんです。こ

れを言っているんで、だからミニマムはだめだったら、行政需要、あるいは行政

の責任ということを考えてくれたらいいです。 

もう１つ、私はこの経済成長のところで、成長率の表現はやはり、あっ、こう

いうことだなということで、読んでわかる程度のことにしてほしい。率を数字で

上げてしまいますと、とてもではない。また小泉内閣の責任にもなってきます。

ですから、ここは、ほんわか、ほんわかで、やってもらって、こういうことを言

っているんだなと、ここが目標なんだなということで、何かいい知恵を絞ってい

ただいたら結構だと思うんです。 

もう１つ、竹中先生はバウチャーと言っておられますが、これは私反対ではあ

りませんけれども、これはもう浪費につながってくるんです。一番いい例が、地

域振興券があったんです。これは、やはりむだが多かったです。要するに、使い

方を知らない者が、１つの恩恵をもらったように思ってしまうんです。ですから、

これの交付の仕方と基準が、きちっとしておかないと、とんでもない浪費に走っ

てしまうということだけ申し上げたいということなんです。 

後に、この税の改正のときに、先生がおっしゃった、税の中立ということ、

これだけは是非ひとつ議論の中に入れておいてもらわないと、お互い取り合いに

なってきまして、底なしの論争になってしまうんです。ここだけひとつ是非お願

いします。 

以上です。 

（竹中議員） 時間が過ぎておりますので、片山大臣、手短にお願いします。 

（片山議員） 簡潔に申します。いやに今日は外形標準課税が主役になりましたが、

増税はしない、今の法人事業税の税収の中で、公平にやる。赤字法人が65％で、

黒字法人が35％で、35％の法人が法人事業税を全部背負っているのです。だから、

広く薄く公平にやろうと。それで、中小企業等には特例を考えて、年間４万円ぐ

らいにするということで、今、考えております。ちょっと、かつての通産省に誤

解があり、いろんなことを宣伝していただいたようなところがありますので、経

済産業省ともよく話し合えと担当者に言っております。 

外国ではいろんな動きがあります。私は、税制というのは日本型の税制にすれ

ばいいので、外国の事例は勿論参考にしなければいけませんけれども、それに必

ずしもとらわれる必要はないと思います。今、外形標準課税となっているのは電
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力とガスと保険、生保、損保です。だから、既に一部は外形標準課税になってい

ることもあり、是非この辺はなお調整をして、理解を求めたいと思います。表現

はせめて与党で決めたぐらいの表現でないと言われます。是非よろしくお願いい

たしたいと考えます。 

税源の話は、私もそれはわかりやすくした方がいいと思います。税源は、所得

と消費と資産だから、所得税は国税、消費税は都道府県税、資産税は市町村税、

一番わかりやすいです。現実はなかなか、そうは言っても難しいことで、要は組

み合わせでしょうね。その場合、ポイントをどう置くか。 

支出の方でも、国道は今、国の責任と言いながら、地方から負担金を取ってい

ます。都道府県道、市町村道にはかつての建設省、国土交通省が補助金を出して

います。国道は全部国が責任を持って、金も地方から取らない。都道府県道は都

道府県にやらせる、市町村道は市町村で、国からの補助金をやめるということが

ずっとわかりやすい。それが、なかなか今までの経緯でできないので、こういう

ことも税の方と合わせて考えるべきではなかろうかと思います。 

税制の特別措置は、本当はサンセットにしたらいい。何年経ったら、必ずやめ

ると。もう一度必要なら検討し直すと。ところが、現実はずるずる続いている。

私は税調をやっていましたけれども、サンセットは絶対守らせると。必要ならば

もう一度やると。こういう方式を打ち出したらどうですか。 

税源の移譲の方は、これは姿勢です。この言葉、表現が姿勢ですから、その辺

はひとつよろしくお願いいたします。 

（速水議員） 金融政策について、６ページの「中長期の経済財政の運営」のところ

で、「デフレ圧力が生じる調整期間を通じて、金融政策は必要に応じて、機動的

な量的緩和政策をとることが期待される」と触れていただいているわけです。私

どもとしてはこの３月に政策変更いたしまして、量的ターゲットを取っておるん

ですが、そのときにも日本銀行としては物価が継続的に下落することを防止して、

持続的な成長のための基盤を整備するという断固たる決意を、ステートメントで

表明したわけでございます。 

ここで「デフレ圧力が生じる調整期間を通じて」とか、量的緩和政策を行って

いくということを書いていただくことは、金融政策の具体的内容は私どもの決定

会合で決めることでございますので、もう少し、表現の仕方は考えさせてくださ

い。 

（竹中議員） 本間先生、どうぞ。 

（本間議員） 私、正直申し上げて、構造改革をこの骨太の方針でやった場合に、こ

の２、３年は厳しい経済運営を強いられるということは、十分に考慮していかな

ければならないだろうと思います。そのときに、どのように政策手段を担保して

おくかということは、これ本当は危機管理プログラムを、この上に書いた上でや

った方がいいというぐらいに思っております。しかし、政権からするとそういう

ことを表に出すわけにいきませんから、少なくとも手段の多様性、そしてスタン

スのありようについては、これはきちんと文章の中に入れ込むということが必要
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になるわけで、その際に金融政策というものが手詰まり感があるというような認

識が、今、若干あるわけでありまして、この点についても量的緩和も含めて十分

に対応するということは、このぐらいの表現は許されるのではないかという感じ

を持っております。 

もう１つは、経済運営の状況の中で、成長率等というお話が出ました。これは、

各国とも中期計画の中で、目標の数字として経済成長を陽表化をするということ

は、これは通例でありまして、勿論これは弾力条項、あるいは経済の実態によっ

て、タイミングによってそれを変更するということは、十分アピールした上で、

やはり政権の経済運営が数字なく行けるかということになりますと、プライマリ

ーバランスを政策目標にしていくという上でも、これは余りあいまいな形でこれ

を運営していくということは、私はちょっと国民に対してのメッセージの伝え方

としても、運営の在り方としてもちょっとまずいのではないかという具合に考え

ております。 

（牛尾議員）  土曜日、２日前に大臣と民間議員と協議したときに、時間がないので、

本文に入らなかったのですが、やはりこれは英文にされて、恐らく海外の人々も

非常によく読むと思います。そのような意味では、グローバルな視点が少し弱い。

総理が国会で、やはり外国人が投資したくなるような日本経済にして、外国人が

働きやすい、外国人が住みやすい国をつくることが、１つの理想だと答弁されて、

片方ではやはり市場経済が確立して、自律自助の国をつくることだとも答弁され

ているわけですから、この辺は、土曜日に協議して今日の会議を迎えたものです

から時間ないので、21日までに、やはり民営化・規制改革プログラムのチャレン

ジャーの支援プログラムや、知的資産倍増プログラムのところで、もう少しきち

っと、世界から読んで、日本人も外国人から見ても変わるぞという感じを、しっ

かりと初めの方に書く必要があるし、後の本論の方でも具体的に追加することに

よって、本当に翻訳してチャーミングな文章をつくってほしいということを申し

ました。 

もう１つは、やはり 近あらゆる調査で治安が、非常に国民の重要な点になっ

ていますが、これはもう世界でも安堵感のある日本というのが、日本の 大の特

色になっているのに、 近目に余るものがあるからです。そのため、急遽本文の

４ページに「国民に安全（ヒューマン・セキュリティ）と治安を確保し、安心し

て暮らせる社会を保障する」と１行書きましたが、できれば早急にこれを実現す

るということを入れて、やはり本論の方に具体的に強化の仕方を入れるべきだと

思います。やはり総理は本当にやってくれるぞという感じをここに出せば、これ

は非常に国民にとってアピールになると思います。 

だから、治安の問題は国民向けに、しかも外国人でも日本は安心して歩ける街

だということが魅力になっているわけですから、この２点が土曜日の打合せで議

論して間に合わなかったものですが、21日の会議で追加することを是非提案をし

たいと思います。 

（塩川議員） 一言だけ言わせてください。先生、これを私読みましたら、２時間掛
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かります。それでお願いしたいのは、この中のぜい肉を取ってもらったらどうで

しょうか。そうして、エッセンスだけにしてもらうか何かにしないと、本当にこ

れまじめに読んだら２時間で読めなかったんです。 

（牛尾議員） これは、行政用のレシピの役割を持っているものですから、これを見

て行政にこれで進んでほしいです。 

（塩川議員） そうだけれども、説明の文句が多いんですね。 

（竹中議員） それについて御説明申し上げますと、基本的には30ページ以内に抑え

たいということで調整はいたしますが、今日も意見が出ましたように、これは是

非文言入れてくれということになりますと、30ページに抑えるということは実は

かなり至難の技でありまして、少し30ページを上回るものに、今のみたいになっ

てしまうのだと思います。 

ただ、大臣おっしゃることは大変よくわかっていまして、これとはちょっと別

の、いわゆる国民に読んでいただくパンフレットバージョンを別につくります。

これは絵とか漫画とか入れて、漫画は入るかどうかわかりませんが、私はそれを

英語に直すというのが一番いいやり方だと思っておりますので、それは是非やら

せていただきます。 

（塩川議員） わかりました。 

（竹中議員） ありがとうございます。各方面から、大変建設的な意見をいただいて

いますので、それを織り込む形で調整を進めますけれども、今日のコメントも踏

まえて、次回の会議で凡その同意が得られるというのが、大変スケジュール上大

事ですので、是非よろしくお願いしたいと思います。 

後に、総理お願い申し上げます。 

（小泉議長） どうも連日ありがとうございました。大変御努力いただきまして、だ

んだん骨格が浮かび上がってきたことは、ありがたいことだと思っています。 

特にプライマリーバランスの問題が出ましたけれども、２段階でやるというの

は、私は増税しない、徹底した行財政改革をやると、今とは変わった姿が出てく

ると思います。今の前提でプライマリーバランスを考えるんではなくて、２、３

年目はもう徹底的な民営化、地方移譲、むだな歳出削減をしてくると様子が変わ

ってくると思います。そういう時点で、プライマリーバランスを考えて遅くない。

まずは、むだな歳出を削減。これをやらないと、今までの行財政改革は何だった

のかと言われる。 

それと、さっきバウチャーの問題が出ましたけれども、バウチャーという言葉

は非常にわかりにくい。私が教育の人材のことを考えると、親が何も財産がなく

ても、失業しても、本人に学ぶ意欲さえあれば、必ずどんな大学でも意欲、能力

があれば行ける。そして、就職できた後に返すという奨学金、今でも十分という

人がいますけれども、学ぶ意欲のある人に対しては、必ず提供するというような

教育振興、人材育成を考えられないかというのが、恐らくそれを考えて入れてく

れたのが、竹中大臣のバウチャー制だと思うんですけれども、バウチャーという

言葉はもっと考えた方がいいと思います。 
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途上国の首脳が来て会談するときに、私も言うんですが、日本の企業が働きや

すい環境を整備してくださいと私は言うんです。同じように、外国の企業が日本

で活動しやすいような環境を整えないと、これは日本の経済も活性化しないと思

います。そういう点の規制緩和というか、環境整備、これは税制も含めてですけ

れども、大事ではないかと思います。税制はやはり簡素がいい、いろいろごちゃ

ごちゃ言いませんけれども、税制は簡素、わかりやすい、簡素な税制、そういう

点も考えて、あとまとめていただければありがたいと思っております。 

ありがとうございました。 

（竹中議員） ローンについては、総理がおっしゃったようなことを形にしようと思

ったら、いろいろ反対が出まして、ちょっとバウチャーという言葉で表現しよう

と思ったんですけれども、また言葉は是非考えさせていただいて、いいものにし

ていきたいと思います。 

記者会見は、私の方からさせていただきますけれども、３日後の議事要旨の公

表までの間は、自らの御発言を除きまして、対外的に明らかにしないというルー

ルになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、 後になりましたが、本日も総理の御配慮によりまして、小食堂におい

ておつまみ等が準備されておりますので、どうぞお立ち寄りいただきたいと思い

ます。 

ありがとうございました。 

（塩川議員） ありがとうございました。 

（平沼議員） 後に、外形標準課税については慎重にしていただきたいと思います。 

（以 上） 
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