
平成 13 年第 18 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 18  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 9 月 4 日(火) 16:30～18:10 

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    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 扇 千景 国土交通大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)基本方針のフォローアップについて 

(2)景気の現状について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 扇臨時議員提出資料 

資料 2 日本経済の現状について 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから第18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まりいただきましてありがとうございます。 


（プレス退場） 
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（竹中議員） それでは、まず本日の議事について御説明をいたします。本日も、前

回、前々回に続きまして、「基本方針」のフォローアップを行います。臨時議員

として扇国土交通大臣に御参加をいただいておりますので、扇大臣から御報告を

いただいて、その後、実は次回以降の審議に備えまして、景気の現状について御

議論をいただく予定になっております。 

それでは、審議に入ります前に、総理からごあいさつをお願いしたいと存じま

す。 

（小泉議長） よろしくお願いします。今日もまた御説明いただきますけれども、で

きるだけわかりやすく御説明をいただきたいと思います。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、「基本方針」のフォローアップ

でございますけれども、扇大臣から御報告をお願いいたします。 

○基本方針のフォローアップについて

（扇臨時議員） 今日は臨時の議員として出席をさせていただきまして、お手元に配

布してあります資料１－１というのがございますけれども、これは国土交通省の

今まで皆さんがもう既にごらんになってお目通しの部分でございますので、今日

は、特に私は時間をいただきましたので、資料１－２というものをごらんいただ

きたいと思います。資料１－２をめくっていただきまして、今日は特別にお金を

使わないで、資金を投入しないで経済効果を上げる幾つかの例を申し上げますの

で、その参考資料をお手元に配布してございますので、これについて、いかに今

お金を使わないで経済効果を上げるかという幾つかの例を御参考までに御説明さ

せていただきたいと思います。 

１ページをごらんいただいて、これは先取りの景気回復ですから、この題目は

結構でございます。まず２ページをお開きいただきたいと思います。２ページは、

御存じのとおり、新規の観光創出ということで、観光が大変落ち込んでおります。

というか、外国に負けておりますので、今日は５分ということで早口で言います

けれども、お許しいただきたいと思います。 

今、少なくとも高速道路をどの程度みんなが走っているかという調査をいたし

ました。そこでは、右側の小さいのがございますね。一日にどれくらい車が走り、

どれくらい利用しているかというんですけれども、例えば中国自動車道では、こ

こを点線にしてございますね。この150キロを交通量はほとんどないんです。そこ

で、150キロまではお金をとっても、それを超える部分は幾ら走ってもただですよ

というふうにすれば、これは完全に皆さん方が利用できる。これは料金をどうす

るのかということですけれども、今度ＥＴＣを使いますから、そのチップを全部

ＥＴＣに組み込めばいいし、あるいは何キロというプリペイドカードを持ってい

れば、それ以外は走ってもただですよということになれば、これは一番簡単に需

要が伸びるということでございまして、「３日間乗り放題」と一番下に書いてお

ります。「周遊エリア内の高速道路を３日間乗り放題のスーパー割引」、これも
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お金を使わないでできる。 

例を挙げますと、昔、アメリカのユナイテッドが東京からでもどこからでもい

い、日本からアメリカへ太平洋を渡ったら、アメリカ中乗り放題というのがあり

ました。一番 初にユナイテッドが日本に乗り込んだときに、それをやったんで

す。それと同じで、150キロまではお金を払ってもらったら、あとはどうせ利用さ

れてないのですからただにできる、乗り放題という、これもお金を使わないで制

度でもってできる、これは大変有利なことではないか。しかも観光客に、各場所

でイベントをすれば、それが乗り放題になるということが第１点でございます。 

そして、ここで見ていただくとわかりますけれども、大阪と岡山県内、これは

例を挙げますと、初日に大阪市内から出発して、岡山の後楽園へ行って、岡山城

を見てずっと行きます。２日目には大原美術館からチボリ公園等々全部回る。３

日目は、滝を見たり、あるいは蒜山高原に行ったり、大阪市内に帰るという、こ

のケーススタディで一番下の料金を見てくださると、１万2,750円の利用料金が要

るんですけれども、その中の4,750円が無料になるというケースを挙げました。 

これが第１の無料でお金を使わないで上がるというものです。 

それから４ページをごらんいただきたいと思いますけれども、これは今度、国

土交通省が文部科学省との壁を乗り越えてやろうということで、大学を移転しま

すときに、その移転に伴って、大学の移転する先のまちづくりを国土交通省がや

ってしまおうと。一緒にやろうということで、壁を越えて今度はやっていこうと

いうことで、この案を皆さん方にお示しをいたしました。これによって少なくと

も、今回、壁を破るということで、普通であれば、大学設置をする場合は、大学

整備の予算で非公共事業の施設整備費扱いをされるんですけれども、これは公共

工事でできるということで、文部科学省と国土交通省が非公共事業費を公共事業

に持っていって、まちづくりを一体にするということで、これも費用の削減と、

それによって留学生の住宅を造ったり、あるいは公園を使って大学のキャンパス

と民間が使うということの共用ができると。そういう意味では、国立大学と公共

団体とが自由に連携できるという、この初めての試みを今度やりたいと思ってい

ますので、これも費用の節減と効果が大変倍増するということ。 

１つだけ問題がありますのは、現在、地方財政再建特別措置法というものがご

ざいまして、その24条で公共団体が国立大学に何らかの援助をしてはならないと

なっておりますので、これはこの法律を拡大解釈するか、そういう意味では、ち

ょっとこの法律にひっかかるのではないかと言われる案がありますけれども、こ

の際、小泉内閣としては、構造改革の壁を破るという意味では、私はぜひやって

いきたいと思っておりますので、案でございます。 

それから、次のページに行っていただきたいと思います。これは私が昨年の就

任当時から言っておりました光ファイバーを使おうということですけれども、先

ほど申しました大学をここへ持っていくためには、今、国土交通省が全国で３万

キロの光ファイバー網を持っておりますけれども、この大学には全部光ファイバ

ー網を設置しようということでございます。この表を見ていただくとわかります
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けれども、この黄色い点があります。黄色い大学全部、この黄色いのは、右の20

から270Mbpsと書いてあるのを見てください。この小さい円が、今の黄色の大学の

光ファイバーを持っているMbpsの大きさでございます。20～270というのはアメリ

カの中小企業のMbpsでございます。そして、このブルーになっているのが、１～

10Gbpsになります。これが京都大学、大阪大学、東京大学等々、このブルーの大

きいところだけは１～10Gbpsになっていますけれども、これは国土交通省の光フ

ァイバーを入れますと、例えば64Gbpsと書いてありますけれども、とてつもなく

大きな容量を使うことができるので、これは国立大学の拡大というか、将来性に

向けて、少なくとも輪は全国で国あるいは公共団体、私立あるいは短期大学を含

める753機関を接続することができるという。この平成13年４月にできているわけ

ですけれども、これは近年もっと大きなネットにしていくということで、ぜひこ

れをさせていただきたい。 

国土交通省の持っているものを無料で大学に提供するということでやっていき

たいと思っておりますし、同時に、国土交通省と大学の連携の新しい行政の１つ

といたしまして、国土交通省が保有の岩手山の膨大な資料があるんです。地震の

観測データを東大の研究室に、これを解析分析してくれといって送ることによっ

て大変大きな意義がある。東北大学の資料室もこれが欲しくてしょうがないんで

すけれども、これが送れないんですね。ですから、こういう容量が多くなると、

国の持っているものと、大学の研究室との直結で地震の災害予防に大変活用でき

るということも含めて、ぜひこれは実現していきたいと思っていることでござい

ます。 

次のページに行きます。これは公的な住宅団地の民間開放による地域の雇用の

創出でございます。これは雇用創出と両方なっておりますけれども、私どもは10

年間で今後500団地、少なくとも30万戸が公的な住宅の建替えがきているわけです。

そのためには１年間に、これを計算しますと約３万戸でございますので、建替え

するときには厚生労働省との壁を外そうということで、厚生労働省と一緒になっ

て子どもの保育所でございますとか、あるいは、ここに書いてありますようなＩ

Ｔの技術を活用して、ひとり住まいの人たちの安否が居ながらにしてわかるとい

う、これは光ファイバーを入れると、これもできるわけでございますので、これ

をやっていきたいと。 

ただ、これは、塩川大臣がいらっしゃいますが、公務員宿舎もぜひこういうふ

うにしていただければ、東京都内の優良な土地に、公務員宿舎がわずか３階建て

で堂々と「立ち入り禁止」なんて書いてあります。ああいうのは止めていただい

て、一緒になってやっていくということも、ぜひお考えいただければ、国民に開

放されるという。 

次の７ページは、大体どういうところが建替えかという例を挙げてあります。

３万か所は書けませんけれども、大体こういういいところにかなりの件数の建替

えがあるということの事例に出させていただきましたので、ごらんいただければ

わかると思います。 
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それから８ページに移らせていただきます。公共事業のコストをいかに安くす

るかということなんですけれども、なぜ民間に比べて公共工事のコストが高いの

かというお話があります。実際には余り高くないんですけれども、高いという感

覚があるのは、右のピンクで囲った表を見ていただきたいと思います。なぜ高く

なるか。例えば１年間、４月から３月まで一番下に月が書いてあります。公共工

事が集中的になるのは一番高いところ、「コスト縮減の 大のネック」と書いて

あります12月、ここへくるんですね。要するに年度末に公共工事の注文が一遍に

くるんです。ですから、コストアップになるんです。これが２枚目の９ページを

めくっていただきますと、簡単なんです。公共工事の段数が集中的に年度末にき

ますからコストダウンになるので、これを一番下の長期になるものとか、あるい

はずっと継続して工事をしなきゃいけないようなものは平均化してくださると、

この工事の平均化の促進ということになって、これはコストダウンができるんで

す。集中的に12月から年度末にかけて注文するから、注文が集中すれば高くなる

のは当たり前の話なので、何とかこれを平均化できないか、あるいは国債の債務

負担行為というものもございますので、年度の集約性と長期化するものは平均化

して受注できないか、発注できないか。 

例えば、２年間にわたって安く資材や労務者を調達できる時期が、フレックス

に工事を行うということの時差出勤になるというような、今、時差出勤というも

のをやって電車の緩和をしておりますけれども、それと同じことが公共工事の受

注に利用できれば、コストがもっとダウンできるということの例でございます。 

そして、この次の10ページは、工事費コストがあんまり変わらないという左側

の表なんですけれども、そうじゃなくて、右側はいかに、今、工事が少ないので、

このゼロというところから下、バブル崩壊後、建築工事の利益率が赤線ですけれ

ども、下がっているんですね。それはマイナスでも受注しようという、遊ばすこ

とができないと。しかも、公共工事の仕事をもらっているということが看板にな

って、マイナスでも仕事をもらおうということの数字を表したものでございます

けれども、これは電子入札していきますと、１年間に４万件あるわけですね。そ

して、１年間前倒しして完全実施しますと、これが平均化されてコストダウンに

なるということの例でございますので、これも私たちは、民間の建築コストが安

いと言われておりますけれども、ここまですれば、少なくとも我々の公共工事と

いうもののコストダウンも一緒にできるのではないか。平均化するということを

いかに努力するかということが大事だということで、コストダウンを図っていく

という例でございます。 

それから次にまいらせていただきます。これは特定財源の話でございますので、

特定財源に関しては、改めて皆さん方には申し上げなければいけないと思ってお

りますけれども、特定財源の低公害車に対する技術の開発、これは民間にも、今

度改めて14年度の概算要求で低公害車の研究開発にお金を出していきたいと思っ

ておりますので、これはぜひ実行していきたい。先ほど東京都の石原都知事とも

話し合いをしてまいりまして、この低公害車の開発に関しては、少なくとも我々
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は国を挙げて、あるいは地方自治体、民間と一緒になって低公害車の研究開発を

促進していこうと考えておりますので、多くを申し上げることもなく、皆さん御

存じのとおりでございますので、地方と一緒にやろうということで、先ほど東京

都知事と話し合いをして、しかも、これを無利子で提供していこうということで、

今までは低利子では融資しておりましたけれども、融資をし、なおかつ道路特定

財源の中から、立体交差の解消のためには民間の鉄道を含めて、鉄道会社は負担

部分があるので、立体交差を解消するためにはできないということがありますの

で、今まで国土交通省としては、無償で貸し付けるということを鉄道にしたこと

がなかったんですけれども、改めてこれが国土交通省なんですから、運輸・建設

が一緒になったということで、無利子で鉄道に融資していこうと。これも１つの

促進することでございますので、年間で幾ら幾らと書いてございますけれども、

これは皆さん御存じのことでございますので、改めて数字は申しませんけれども、

この解消のためにやっていこうということでございます。 

それから、この次に12ページ、今申しました低公害車の革命なんですけれども、

少なくとも低公害車の普及というのは、総理が官庁の車は全部とおっしゃってい

るので、それは当然のことなんですけれども、要するに1,000万台になれば、もっ

と低コストになる。これは1,000でございますので、これに近づくためにはどうす

るかということで、少なくとも低公害車が1,000台にいくように、あるいは、それ

を研究するためにはどうするかという、総理が導入されたことと一緒になって、

私どもは、この表に1,000台に向けての線が右側の上に書いてあります。1,000台

と書いて2010年までということが書いてありますけれども、これに沿って乗用車

のみならず、あらゆるディーゼル車、一番大きいですから、それに対しても我々

は対処していこうということで、ＣＯ２の排出量を90年から99年の間にも、少な

くとも5,800万トンから7,100万トン、23％増加しているということで、３大都市

圏で排出される窒素酸化物の41％は、自動車が起因しているということがはっき

りされていますので、これをやっていきたい。 

例えば、５年間で３大都市で、集配用のトラックの３万1,000台とバス1,200台、

これを中心に圧縮していきますと、これを代替することによって、トラック、バ

スからの排出される窒素酸化物や粒子状物質が少なくとも25％削減されるという

こともちゃんと出ておりますので、ぜひこれをやっていきたいと思っております。

次の13ページでございます。これが一番大きいんですけれども、ＩＣカードに

よって、全部これをワンパッケージでしていきたいということなんですけれども、

ワンパッケージですることによって、渋滞から時間の短縮から全部ＩＣカードを

活用しますと、日本の数字でいいますと、現在6,418万台と国民の２人に１人が携

帯電話を持っていますので、携帯電話とも一緒になれば完全に利用できるという

ことで、ＩＣカードを使うことで全部をここへ組み込みますと、あらゆる面で経

済効果が上がってまいります。ですから、左側に太字で「携帯電話との融合によ

る」ということを書いてありますけれども、携帯電話が利用されればＩＣカード

というものが全体に、複合運賃あるいは利用代、今の交通量、スタジアムに。 
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それと一番問題は、ぜひ認識していただきたいのは、来年、ワールドカップサ

ッカーを行います。そのときに来る人たちは、若い人たちも多いサポーターです

ので、球場で、例えばドルを持って物を買いに行っても買えない。円に換算しな

ければいけない。小さな売店では円に換算してくれません。そういうもので若い

人たちが飲物１本買うにも、サッカーのサポーターの皆さん方は球場で円を持っ

ていないと物を買えないという状況になる。たばこ１つとってもそうです。それ

をどう解決していくかということは、このＩＣカードによって、あるいはＩＣが

できない場合は、それまでにカードを買ってもらって、そこへ何千円分と入れれ

ば、これができるようになる。しかも、今ＩＣカードについてはフランス、香港

など国際的な規制競争の中にある。特にフランスにおきましては、1999年からエ

ルアーデーベというパリの運輸自治省公社が開発しているんですけれども、これ

は７か国の通貨を自動的にこのカードでできるようになるというのをフランスが

研究しているんです。ですから、私は本来であれば、これは１枚のカードを持っ

ていれば、それでたばこも、飲物も全部買えるということができるようになれば、

大変な経済効果と外国人客に対するサービス、日本でみんなが買いたいと思うも

のが、円を換えなければおつりが出せないということになっていますので、これ

もぜひ私は、今後進めていきたいと。言葉が足りませんけれども、ワールドカッ

プまで、この研究が進めば大変有益なことになると思っていますので、ぜひこれ

を進めていきたいと思っております。 

それから、時間がありませんから 後でございます。首都圏の国際空港の機能

強化。これは皆さんおわかりのとおりでございますので、少なくとも今できるこ

とは何かということなんですけれども、東京から成田まで行きますのにタクシー

代が２万3,000円かかるんです。そして別途高速道路代が2,350円かかります。２

万3,000円と2,350円。これではとても国際国家と言えない恥ずかしい状態であり

ますので、できれば、成田－東京までは一定料金、例えば１万円なら１万円と安

定した料金で一定料金にするというようなことがもしもできれば、じゃ、その赤

字分を誰が負担するんだということになると問題ですけれども、少なくとも、そ

れくらいのことをしないと、東京－成田間で２万3,000円も払っているという、し

かも別途2,350円の高速代がかかるということも、これは国際的には本当に恥ずか

しいことだということだけは、ぜひ御認識賜りたいと思いますので、お願いした

いと思います。 

それから 後に一言、余分ですけれども、いつか私、ここで申しました。財投

から借りたものを財務省にお返しすることができないという話をいたしました。

覚えていらっしゃるかどうかわかりませんけれども、財投で高利で借りた部分、

財投は７年間で借りた部分は７年間で全部返し終えております。財投資金という

のを、塩川大臣には大変申しわけありませんけれども、平成８年、これで財投の

損益計算をしますと幾らあるかというと、財投で平成８年131億円あります。これ

がずっと貯まり貯まって財投の年度の利益は、平成12年度で３兆5,000億円あるん

です。トータルしますと、平成７年で返していますから、平成８年から12年まで
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の累積をしますと、財投のお金は８兆158億円あります。けれども、これだけあっ

ても、なお財投の基本的なものが困るから、お金があっても返さないでください

と。20年、30年の約束なんだから前倒しで返すのは困るよ、とおっしゃっていま

す。財投に８兆158億円もう既にあるんですから、私はこれをもしも返させていた

だくのであれば、私は繰上償還というものを認めていただければ、国庫の補助金、

補給金が少なくとも4,400億、国土交通省自体でもいただいております。私はこれ

をゼロにできるんだ、4,400億要らないんだと。こういうことも、なぜ財投を返し

て前倒しで繰上償還をさせてもらえないのかということも、今ある８兆158億円が

財投にあれば安心じゃありませんか。だったら前倒しにして、繰り上げ償還をさ

せていただければ、国から4,400億円要らなくなるわけですから。それ自体も総理

がおっしゃっている「聖域なき構造改革」というのであれば、私は財投の前倒し

の繰上償還ということも、基本的にはある一定部分では認めるということがあっ

てしかるべきではないかと思いますので、この間言ったけれども、誰もその後、

引き続いてのマスコミでの報道もないものですから、言い放しなんだなと思って

いますので、改めてその一言をつけ加えてさせていただきます。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、扇大臣からの御報告について、

どうぞ御自由に御討議をいただきたいと思います。 

奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 細かい話ですが、８ページでございますが、今、大臣のお話によりま

すと、12月に工事がピークになって、これは工事のオーダーが12月以降にずれ込

んでくるからこうなるんだと言われましたけれども、我々大多数の国民が理解し

ているのは、逆に予算消化のために、12月あたりからどんどん工事が上がってく

るんじゃないかと、そういうことを考えている人が多いと思うんですが、それは

間違いなんですか。 

（扇臨時議員） 間違いではないと私もこの間言いました。それは単年度予算である

ということ。単年度予算で事業別予算を組んでいないということですから、次の

ページを見ていただいたらわかりますように、この長期で一番下のオレンジ色の

線ですけれども、事業別予算で 大事業というのは長期になるものですから、そ

れを押しなべて長期だと、みんなコストが一番下の欄になるんですね。それが単

年度予算ですから、その年度内にというと、だんだん三角形の積み上げ方式で12

月ごろまで様子を見てどっとくるわけです。ですから、これを今言ったように、

もともとの予算の組み方の単年度予算というものの原因がここにあるんですけれ

ども、みんな世の中、様子見て、困ったらいけないからとだんだん 後まで置い

ておいて、12月ごろになったらどんと行こうということで注文が殺到するんです

ね。ですから、コストアップになるのは当たり前の話であって、これはもともと

言えば単年度予算ということ、全部が単年度予算でいけないとは言いませんけれ

ども、単年度予算で年末になったら道路工事ばかりしているとか、あるいは、よ

その省のことは言いませんけれども、余ったらフランスワインだとかそういうこ
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とになれば、やはり努力しなくなるんですよ。私なんか節約しろと役所に命令し

て、節約したものは全部財務省で取り上げちゃうと。余った分は来年度予算で切

るよなんて言われたら誰が一生懸命やりますか。それは日本の制度の在り方、ア

メリカみたいに努力した人たちは、努力したものは余った分で次にできなかった

ものをやれよと。そういう方式にしないと、今の単年度予算で努力したものは全

部取り上げて、来年でその分カットするなんていう今の制度では努力しなくてい

いということになっちゃう。単純に言えばですよ。そういう様式は、小泉内閣が

「聖域なき」とおっしゃるのであれば、そこまで切り込むということが一遍にで

きるとは思いませんけれども、そういうことを、今まで言えなかったことを言う

ということが私は大事なことだと思っていますから、あえて口にしておりますの

で、御了承を賜りたいと思います。 

（塩川議員） この８ページ、９ページのところ、奥田さんが質問されたところ、こ

れは資料は、誰がつくったんですか。扇さんがつくったの。 

（扇臨時議員） 私、秘書と一緒になって集めたんです。どこにも出していない資料

ですから。 

（塩川議員） 実は８ページの工事の平準化促進とおっしゃっていますね。これはか

なりなものが繰越明許を認めておるんですよ。 

（扇臨時議員） 今はね。 

（塩川議員） ですから、これはそうじゃないんですね。おっしゃるのはちょっと違

うと思うんです。それから、国庫債務負担行為も、平年度化するためにある程度

認めています。ただ、繰越明許を割と今制限しておるのはソフトの面なんですね。

これは案外安易に認めていくと何を使ってしまうかわからんものだから、ある程

度していますけれども、公共事業等は繰越明許を大分やっていますよ。だから、

私はこれはちょっと。 

それで、８ページのところで、扇さん、あなたのところで一番主張をしてほし

いのは４番目のここなんです。その他のところで入札時競争制の向上、これはぜ

ひやってほしいんですよ。この一例もこの前言いましたように、山梨県の琴川ダ

ム、これは申し上げましたね。あれが政府と県とで予定しました予定価格は146億

円であったものが、入札をやりましたら95億で落ちているんですね。これは県で

も議会で問題になっているんでしょう。何でこんなに見積り違いが起こったんだ

ということですね。これは何かと言ったら競争の原理が働いたからなんですね。

だから、そこはしっかりと、公共事業のコスト改革の推進で入札時の競争性の向

上、これはぜひ制度的にやってほしいと思うんですね。しかも、去年法律が通り

ましたからね。 

（扇臨時議員） 今、塩川大臣がおっしゃいますことは、私、一つ上の３の電子入札、

これができるようになると誰の目にもわかるわけです。私はこの電子入札を、本

来は平成16年ですけれども、書いてありますように１年前倒しにして平成15年に

したわけですけれども、少なくとも電子入札が始まりますと、言わずもがな競争

原理というものはみんな出てくるし、みんなの目に見えるんですね。ですから、
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いつ、誰が、どのように、どの価格で出したかということが全部見えますので、

電子入札というものが今後情報公開の たるものになりますから、１年間にうち

で、14年度で2,000件、しかも16年を15に前倒しにして４万件やるというんですか

ら。 

（塩川議員） 今度は、指名入札制は廃止するということですね。 

（扇臨時議員） 廃止はいきなりはできませんけれども、そのように持っていって、

金額によって。なぜかというと、それは、大臣ね。 

（塩川議員） そこが一番問題なんです。構造改革で一番問題は建設、これですよ。 

（扇臨時議員） 金額によって、金額の小さいものまでなぜかというと、電子入札と

いうのは、入札している会社が間違いないかという保証が要るわけです。ですか

ら、それを１年間に、国土交通省で例えば2,000件あるとしますね。2,000件の電

子入札で電子で入ってくる会社が１つ１つ実績が間違いないかということになる

と。それで金額を指定にしているんです。 

（塩川議員） わかりましたけれども、電子入札というのは入札の仕方なんですよね。

私が言っていますのは、指名競争の指名制をとってくれるんでしょうな、という

ことを言っているんです。 

（扇臨時議員） 一遍にはとれません。今言ったように会社の保証が、電子入札する

会社が間違いないということが保証されなければいけないので、保証会社を通し

てくるのであればいい。ですから、電子入札する前には、保証会社というものが

あって、そこに登録してある会社であれば、電子入札で出てきたものが間違いな

い会社だなとわかるので、それは私、法案のときに御説明したと思っていますの

で。今、私が言っているのは、できる部分とできない部分は、小さなところが果

たして間違いない会社かどうか。ジョイントした場合は、いい会社同士のジョン

トベンチャーでくるのかということがあるので、今、全部一遍に廃止できないと

いうのはそういう意味でございます。 

（竹中議員） 今の件に関しましては、ＩＴ戦略本部でも議論をしておりまして、確

かにＩＴ入札、インターネット入札をやりますと、一般競争に自然になっていく

んですね。自然になって物すごい圧力が働いて、ですから、財務大臣がおっしゃ

るような姿にかなり近づけることはできるんだなということだと思います。総理

のお膝元の横須賀市で実験をしておりますので、その方向でぜひ目指さなければ

いけないということだと思います。 

本間議員どうぞ。 

（本間議員） 大臣が精力的に御努力いただいているのはよく理解しているわけです

が、公共投資に関しては、今お話が出ました単価の問題と量の問題、これがどう

いう具合に決定されているのかということに関して、国民が非常にうさん臭さを

感じている。これは正直なところだろうと思います。政治家の介在というような

問題、政治的な意思決定の中でどの程度合理化されるのかという問題、それから

もう１つは、きちんと行政が政策立案と現業執行の分離という利益相反をきちん

とコントロールできているかどうかという問題である。これらの問題が単価の決
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定並びに公共投資のボリュームの決定に対して資源配分上、大きな問題はないか

ということを検証していくということは非常に重要なテーマであると思います。 

何も日本だけの問題ではなくて、各国とも共通にこの問題点をどのように克服

するかということは、80年代後半から90年代にかけて課題であったわけでありま

して、この点から、ニューパブリックマネジメントという形で新しい行政手法の

導入ということが各国で行われたわけです。 

例えば、1999年から2000年度予算で、オーストラリアではチャーター・オブ・

フィスカル・オネスティアクト（財政正直法）というものをつくって、効率的な

政府調達方式、あるいはボリュームの決定について極めて科学的な形でこれに対

処しようとしました。歪められないような法制を確立するという問題があります

ので、これは予算編成システムの問題で財務省とも関連をする問題です。公会計

の問題、発生主義への転換の問題、事前事後における費用便益分析の導入、これ

は本格的に財務省と国土交通省を中心にして検討していただきまして、この問題

に対する包括的な改革案というものを早急にまとめていく必要があるのではない

かという感想を持っております。 

第２点、これは長期計画の問題であります。道路５か年計画が来年度問題にな

るということは了承しておりますけれども、これは今後どのように取り扱ってい

くのか。大臣の資料の中でも、どのような扱い方をされるのか少し不明確な点が

ございまして、7,400までやるのか、9,300やるのか、１万1,500までやるのか、問

題が道路公団の問題とも絡んで、この問題について意思決定がこういうあいまい

な状況でいいのかどうか。ここのところについても長期計画の有り様についてぜ

ひ御検討をお願いいたしたいと考えております。 

それからもう１つ、地方の有力な知事からお話を伺った公共投資の問題点で、

地方に任せてくれた方がいいということを極めて強調される首長さんがいらっし

ゃいます。例えば道路の普及率、国の統計と地方の統計を突き合わせてみますと、

非常にギャップがあるわけでありまして、道路も総合メニュー化というような観

点、あるいは農水予算についても総合メニュー化の方がずっと地方にとってはや

りやすいんだと、こういうような御議論がございます。この点についても、ぜひ

国と地方の役割分担、機能分担との関係において御検討いただきたいというぐあ

いに思います。 

以上３点です。 

（扇臨時議員） 今のお話の中で逆に行きますけれども、一番 後におっしゃった地

方に一括配分してくれと。これは私が今年２月から４月までかけて全国の知事さ

んに10ブロックに分けてお会いしました。そのときに皆さん方がおっしゃったこ

とで、ただ、それは、今日も私が石原都知事と会ったときにもその話をしたんで

すけれども、小泉内閣でやがて日本を道州制にしようということで、各県にそれ

ぞれの受皿がまだできていないんですね。それよりも道路とか、鉄道とか、空港

とか、あらゆる面で県境を越えて話し合わなきゃいけないというので、私は将来、

道州制という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、各ブロックで、例え
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ば私が行った九州、全知事さんに集まってもらいましたけれども、私が大変感動

したのは、九州は１つという考え方を各知事さんがおっしゃって、ですから、私、

今度の博多と名古屋間も許可したのは、九州は１つということで、あとの県の知

事さんたちが、いや、うちの県へ高速道路を持ってくる、鉄道を持ってくるより

も、ここの部分をつないでくださることが九州全体のためになるんだという、私

は大変高度な判断での、それぞれの知事さんの御判断であったと思うので、そう

いう意味で、今おっしゃいましたように、各県が権益を越えて、国のために、あ

るいはブロックの地域のためにということで考え方を持ってくだされば、今回も

国土交通省は補助金は一括配分で渡すことになっております。そのために、国土

交通省の金融の関係者も各地方整備局、運輸局に配分しましたから、そういう意

味では一歩近づいたと思っておりますけれども、それまでのことに関しては、ま

だまだこれからしていかなきゃいけないと思っております。今おっしゃった御意

見と私どもも同じ考えを持っておりまして、それは小泉総理も、その考え方には

国と地方の地方分権ということの基本はそこにある。権限だけではなくて、財政

が伴わなければ地方分権ではないということは、車の両輪で権限と金額を両輪相

まってやるというのが地方分権であるということは肝に銘じてますので、それに

近づいていきたいと思います。 

それから、今コストのお話をなさいましたけれども、先ほど塩川大臣がそうで

はないんですよ、前倒しもできるようになっていますよとおっしゃいましたけれ

ども、それは国庫債務負担行為の中で大規模工事のことだけであって、一部の工

事についてはそうなっておりますけれども、国庫債務負担行為の中で認められて

おりますのは、全工事の中では大規模工事だけであるという、この前倒し方式と

いうものは、少なくともコストを削減するためには、一般のことに関しても私た

ちは押し並べて平均して仕事がある。そうすれば、人件費も資料費も安くなると

いうことに関しては、これは大きな問題であろうと思っていますので、時差工事

という意味で、先ほどフレキシブルに時差出勤ということを言いました。 

（塩川議員） 私は繰越明許を言ったんですよ。だから、たまには国庫の債務負担行

為もありますけれども、それはおっしゃるとおり少ないです。それよりも繰越明

許を公共事業は相当認めていますから、ですから、単年度で年末でがたがたやら

なきゃならんというのではなしに、年末に何でなるかということは、地方自治体

の決議、予算措置が遅れてしまうんです。それで年末12月ごろに片づいてくる。

この配分の仕方の問題なんですが、そこらの国と地方との連結をどうするかとい

うことが問題なんです。ですから、地方が補助事業で相当部分繰越明許を認めて

いますよ。確かに国庫債務負担行為というのはそんなに多くなりません。これは

ダム等はちょっとやっているところがありますけれども、そのほか余りありませ

ん。しかし、繰越免許は相当やっていますからね。 

（扇臨時議員） 今おっしゃったことに続きますけれども、コストダウンするという

ことに何か知恵はないかということで、私はコストダウンすることで、ここに書

いてあります２番なんですけれども、新技術活用の促進ということで、コストダ
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ウンするために何かを技術開発するということであるならば、受注工事の何％か

を新技術開発のためにためていく。そして、みんなでコストダウンを図るという

ことも、改めて新技術活用システムというものを公共工事の８ページの２番に書

かせていただいているのも、そういう意味で、いかにコストダウンを図っていく

かということの基本的なことは、我々は官民挙げてこれをしていかなきゃいけな

い。民が安いといいますけれども、さっき見ていただいたように、民は工事がな

いと、国の公共工事をもらっているという看板がなくなると困るので、儲からな

くても、赤字でも受注しようという空気なんです。ですから、工事数が減らない

というのは、赤字覚悟でも公共工事をもらっているという看板をなくすわけには

いかないという、そういう苦しさの中からやっているということもぜひ御理解い

ただきたい。 

例えば、端的な例を挙げれば、大変悪い例ですけれども、ここでの話だから言

いますけれども、100万円の国の補助金をもらうために、1,000万かけて全国から

陳情に来るというのと同じことなんです。公共工事をもらっているという建築会

社にとって、あるいは、そういう施設にとって、赤字でも工事をもらうという、

そのために、10ページにありますように、コストダウンしてでも工事をもらって

いるという現状だけは考えてあげなきゃいけないなと思っていますので、そうい

う意味でコストダウンの技術開発というもののために、改めてそれをプールして、

新規の開発の資源にしていけないかなということも、あえてここの２番目に書か

せていただいた。今までないことでございますけれども、私はこういう方式は今

後とっていってもいいのではないかと思っていますので。 

以上です。 

（竹中議員） 長期計画はよろしいですか。 

（本間議員） 長期計画の問題について、農林水産省のヒアリングのときにも、我々

民間議員側から出したわけですけれども、ここら辺のところは来年また大きな問

題になります。この辺のところを集中調整期間にコミットするのかどうかという

ような問題も含めて、ぜひきちんと議論しなければいけないと思います。 

（扇臨時議員） 長期計画の問題をあえて言いませんでしたのは、この間、28日に小

泉総理から直接私に対して、今の６公団等々の長期の、いわゆる公団の民営化か

廃止か、もしくはどうするかという案を、本当は３日までとおっしゃっていたん

ですけれども、遅れてもいいよとおっしゃったので、国土交通省は一番大きいも

のですから、そういう意味で長期の改革に関しては、15日に内部でやって、20日

までに長期計画案を出したい。今おっしゃった9342という数字、道路の数字もど

うするのか。平成11年に決定し、これでみんなで9342という数字が出ているわけ

ですけれども、それを今度はもう一度白紙に戻すのか、どうするのか。今まで決

めた手順を逆行して全部承諾しなければ、いきなり総理のお言葉だけで全部チャ

ラにしてしまうのかということも含めて私は答えを出したと思っていますので、

あえて申し上げませんでした。 

（吉川議員） 今の点、同じ長期計画ですが、私どもの考えは、国として道路にして
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も港湾にしてもどういうものが必要か。これは、扇大臣、以前にグランドデザイ

ンとおっしゃいましたが、そういうことを長期的な視野で考えておくことは、こ

れは当然であって必要なことだ。しかしながら、事業の実際の額とか実行のタイ

ミングまで、あらかじめすべて決めてしまうというのは合理性がないのではない

か、こういう考え方なんですが、この点はよろしいですか。 

（扇臨時議員） おっしゃるとおりだと思います。それは少なくとも、私はやはり正

直申し上げて政治家が悪かったと思います。本四架橋１つをとってみても、３本

も橋をつくれと言ったのは誰ですかと。しかも、47都道府県１県１空港と政治家

が言ったんです。この狭い日本で１つの県に１空港と言ったのは誰ですかと。だ

から、いけなかったことはいけない。政治家が悪かったなら、政治家が改めよう

というのが私の精神なものですから、言いたいことを言わせていただいているの

はそういうことで、先輩でも、その当時はウハウハでよかったんです。けれども、

高度成長で１県１空港とおっしゃるのも結構ですけれども、１県１医大ともおっ

しゃいました。そして、塩川大臣も御存じだと思いますけれども、余計なことを

言って悪いですけれども、これだけ水泳大国と言ってオリンピックでメダルがと

れなくなったから、全学校にプールをつくろう、そして第二のトビウオをつくろ

うといって全国の学校にプールをつくりました。一番メダルがとれなくなりまし

た。 

大変悪いですけれども、そういう反省も含めて、今、私は小泉総理がおっしゃ

っている聖域なき構造改革というのは、それをすべて含めて、今の時代に21世紀

に何が欠くべからざるものか、あるいは欠いてもいいものかという、その選別が

我々に課せられた大きな問題だと思いますので、今、吉川議員がおっしゃいまし

たように、長期計画として国の主体的なものを削るばかりが能ではない。希望を

持つためには、どこまでやるかという、それを私は示していきたい。だから、濃

淡をつける。しなきゃいけないものと、削るべきもの、その選択を私たちが今、

苦しみながら仕事をしているというのが国土交通省の現状でございます。 

（塩川議員） その論法から言いますと、扇大臣が出してこられた中で ５兆、２兆の

考え方から言いますと、何を２兆の重点にしようとされておるのか、この中から

は何でしょうか。何を重点に14年度優先にしようとしておられるんですか。 

（扇臨時議員） だから、それをこれから出すということですから。それはなぜかと

いうと、私、全国を歩きまして、飛行場がほしいという人と、高速道路がほしい

という人と、新幹線がほしいという人。飛行場をつくったら新幹線の乗る客が少

なくなった。高速道路をつくったら飛行機に乗る人が少なくなった。みんな違う

んですよ。ですから、３つともねだってはだめだということなんです。空港をつ

くるべきか、新幹線をつくるべきか、高速道路をつくるべきかの選定を第三者に

委ねようということではなくて、それは政治判断と行政の判断で、当然この数値

は出てくると思います。 

（塩川議員） ９月の末までに２兆分のものの相当なものは出てくるわけですね。 

（扇臨時議員） と思っています。 
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（塩川議員） わかりました。 

（本間議員） 財投の問題が大臣から出ましたので、私、資金運用部審議会の会長を

やっておりまして、その立場も踏まえてお話をさせていただきたいと思っている

んです。本予算のところ、一般会計のところで、30兆という枠組みをつくったと

きに、技術的な手法として財投をどういう形で使うかという問題は、これは知恵

がある者であれば、いろいろ考える部分だろうと思います。その際に、財投債、

あるいは財投機関債、各特殊法人の事業の費用というようなものをきちんと見て

いく必要がありますので、今いろいろ勉強をしておるわけですが、その際に、繰

り上げて償還の問題だけを取り上げられて、それで自分のところの懐が少し潤う

ような形で調整をしろというのは、これはちょっと余りにも都合のいい話で、財

投全体をどのように今後活用していくかという問題なしにやりますと、財務省も

非常にお困りになる話だろうと思いますので、便法的にここの部分のところを使

うということは若干危険なのではないかと思います。将来的に国土交通省の特殊

法人の事例でも、道路関係に関しましては、我々、事業評価のコスト計算をして

おります。事業を差し止めても、これからどれぐらいの費用がかかるかというこ

とを精査しておるわけでありますけれども、これを見てみましても、差し止めて

も極めて厳しい状況が出ておるわけであります。ボリュームの将来計画の問題と

も関係をして、計画づくりも、夢の問題はもちろんあるんだと思いますけれども、

経済的な合理性のない夢というのは絵に描いた餅でありますので、ぜひそこら辺

の部分のところを精査し、計画を推進していくということが必要になってくるん

だろうと思います。 

（扇臨時議員） 私が財投の話をあえてしましたのは、何も財投が要らないと言って

いるわけではございませんで、国全体で財投は414兆2,700億円、国土交通省関係

では、130兆8,100億円、これだけの財投融資残高があるものですから、少なくと

も私は大きなことを言えないという立場にあります。130兆8,100億円借りている

わけですから、それは言えませんけれども、少なくとも、そういうことを少しで

も、今の国の財政の在り方ということを考えたら、我々が13年度でも4,400億を借

りているということを、国から借りておいて、またそれの利子の補完のために

4,400億円もらうことを何とかできないかということから、私はあえて言っている

ので、13年度も少なくとも国全体で32兆5,500億円の財投を使い、なおかつ、国土

交通省12兆7,300億円ですから、借りている部分では偉そうなことは言えませんけ

れども、少なくとも、この借りているものを健全化したい。そういう思いから、

あえてアンタッチャブルな部分も私でないと言えないと思いますから。 

（塩川議員） 住宅金融公庫の話でしょう。だから、これは民営化の問題と絡めて考

えていくべき問題だと私は思うんです。 

（扇臨時議員） ただ、現実を皆さんに申し上げておかないと、今まではアンタッチ

ャブルで誰も言ったことがないんですから。ですから、それは問題視させていた

だきたいというのが私のあえての気持ちでございます。 

（牛尾議員） 今日、大臣のお話になったことではないんですが、ちょうだいした資
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料１－１の別紙を我々の会議で勉強した結果、例えば「高速自動車国道の未事業

区間について採算性等を精査し、整備手法を見直し」と書いてあるわけです。こ

の会議がどこまで突っ込むかという度合いを総理中心に判断してほしいと思うん

ですが、高速自動車国道の未事業化区間ということは、事業化区間と言うのは既

に9,300キロあるわけです。現状は6,800キロしかやっていない。事業化区間とい

うものは別に置いて、未事業化区間から考えますよという話であれば、9,300、ち

ょっと数字は正確ではありませんが、今の事業化区間のところまではどんどんや

るということなんですよ。 

（塩川議員） そういうことですね。 

（牛尾議員） 全部の計画が一応1,520億ですから、9,500の間のところだけをこれか

ら考えるけれども、まだ6,800であと2,000ぐらいあるんですけれども、それはや

るよという話で、それから考えるよという話で物事を考える。これを見ると、こ

このところはやりますよということは書いてあって、未事業化区間からは検討し

ましょうよという議論。そんなことで日本の現在の財政再建というのは間に合う

のか。とりあえず、来年の５か年計画では600キロぐらい出るそうなんですが、来

年のものも場合によっては止めようかというぐらいの議論をしているときに、事

業化区間は別にして、未事業化区間から議論するよという論理というものが、単

に国土交通省だけの問題ではなしに、行政のそういう発想をどこのところで政治

としてとめるか。これは経済財政諮問会議では非常に難しいところなんですね。

行政に任せれば計画期間は全部決まって、これからものを議論するよという議論

でいけば、何をやるにしても10年後の話だよということになってしまう。そうす

ると、総理在任中に片づけないと。 

（塩川議員） 牛尾さんね、行政の案は施行命令が出ている範囲なのかなと 初は思

っておったんです。ところがそうではなくて、第３次総合計画に基づいて決めた。

あれは昭和57年か、54年か、そのときに決めたものが生きているんです。 

（扇臨時議員） 私がさっき言った9342という数字を11年に決定しちゃっているわけ

です。ですから、それを覆すのにどうするのかということが別途あります。それ

から、公共工事と言われると、日本の公共工事の社会資本整備の水準をどこまで

持っていくのか。欧米先進国に比べて公共工事の費用が多過ぎるとある識者はと

おっしゃいます。けれども、それは欧米先進国とスタートが違うんですから。 

（牛尾議員） そういう判断は別にして、決めたことはするんだよということでいく

のか、決めたことを一回ひっくり返すんだと、そこのところの判断がね。 

（扇臨時議員） だから、それを私が手続をどうするんですかとさっき申し上げた。

総理の一言でするのか、もう一遍決めたことを逆算して、もう一度これをやめる

ということを言うのか。 

（牛尾議員） 象徴的には、これが一番わかりやすいからね。 

（塩川議員） 54年ごろの状況と違うということをうたって、それを見直さなきゃい

かん。 

（牛尾議員） 違うと総理が言って、国民に支持されたんだから、前に決めたことを
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覆すことをちゃんと手続して来年からするんだよという話なのか、いや、穏健に

決めたことは全部やって、これから決めることだけを変えようという話なのかと

いうところが、あらゆることに出てくるものですからね。 

（扇臨時議員） 牛尾さんがさっき言った9342というのを全部達成して、そこでする

んですかと言ったら、20年とこの間総理に申し上げたことになるので、私がテレ

ビで20年と言ったので、びっくりなさったんですけれども、それは既に決めてい

るから私は言っただけの話で、それを見直そうというのが今なんですから。 

（牛尾議員） それを９月中に決めないと、軸というものはどこに置くかということ

になる。 

（塩川議員） これは国家威信の問題でもあるわけだね。 

（扇臨時議員） それは国会で決めたんですから。 

（小泉議長） 今までの国交省なり建設省なりの理由だと民営化できないんです。そ

れを現状維持じゃないと、現状打破なんだと言って、まず民営化ありきと。30年

以内に税金を投入しない案を考えてこいという前提で考えて、どういう案で判断

しますよと。 

（牛尾議員） その場合、過去決めたこともひっくり返すだけの決意がないとだめで

すね。 

（小泉議長） ひっくり返すべきはひっくり返す。 

（扇臨時議員） だからひっくり返すのに、どういう手段が必要ですかということを

さっき言ったでしょう。 

（小泉議長） 今までの国交省なんか、民営化なんかできっこないですよ。すると決

断したんだから、来年の通常国会に法案を出すような準備をしてくれということ

を言っているんですから、今までの前提は覆します。そのつもりでやってくださ

い。そのために牧野さんを補佐官にしたんだから。 

（塩川議員）  だから、２つの法案、計画法を見直して縮めるというやり方でいくか、

そうではなくて、財源の面でそれができないかどうかということになってくる。

財源の面でできないということになってくると、それは特定財源の使い方を変え

るということなんだ。そうしたら、財源の面からは不可能になって見直していか

ざるを得なくなってくる。どっちの方法をとるかだ。 

（牛尾議員） 閣議で決めたことを覆すというのは、政治的には非常に大変なことな

んだけれども、それをやるかどうかということが非常に重要だろうと思います。 

（小泉議長） 必要があればやるんです。 

（扇臨時議員） 法律に今まで、この審議会を経てこうしろとか、国会で審議してこ

うしろとか、法律の中に全部手順が書いてあるんです。ですからそれを、総理が

お考えだろうと思いますけれども、今度法律にしろとおっしゃいますけれども、

すべての聖域なき構造改革のためには、これから21世紀型で今までのものを全部

ゼロにするんだという１本の法案でやらないと、法案ごとに全部これを変えてい

くんだとなったら、それはえらいことになってしまうんですよ。ですから、その

辺のすみ分けは今後ぜひやっていただきたいし、私たちも一緒になって頑張って
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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した。非常に重要な議論なんですけれども、流れ

の変え方の問題だと思います。流れを変えるという意思決定の仕組みと、それの

手続論と両方しっかりとやっていきたいと思います。 

（小泉議長） それと12ページの低公害車の問題は、経済産業省と尾身科学技術担当

大臣によく相談してください。 

（扇臨時議員） はい。 

（竹中議員） その点もよろしくお願いをいたします。 

それでは、扇大臣、今日はありがとうございました。これで扇大臣は御退席に

なります。 

（塩川議員） 扇大臣、随分勉強したね。 

（小泉議長） よく勉強しているよ、さすが。大臣は変えない方がいいと思ったよ。 

（塩川議員） 本当によく勉強しているよ。 

（小泉議長） そう。ちょくちょく１年ずつ変えるのはよくないと思った。 

（扇臨時議員） 言いたいことありますけれども、失礼します。 

（国土交通大臣退席） 

（竹中議員） ありがとうございました。 

あと20分ぐらいなんでございますけれども、その前に、手続的なことだけ１つ

申し上げておきたいと思います。今日、残された時間で、景気、経済について厳

しい状況ですので御討議いただきますけれども、11日に開催される次回の経済財

政諮問会議においては、これまで各大臣に御説明いただいたことを踏まえて、イ

ニシアティブを整理したものを踏まえて、工程表の中間報告になりますけれども、

わかりやすく、できるだけ国民に見てもらえるようなものをこちらの方が用意し

たいというふうに思っております。 

しかし、それについては、今議論された問題等々も含めて中身の問題、時期を

もっと早くする必要があるんじゃないかというような問題、いろいろ議論すべき

問題があると思いますので、さらに、その中間まとめに基づいて議論を深めてい

ただいて、完成を目指していくというスタンスをとりたいというふうに思ってお

ります。 

○景気の現状について

（竹中議員） それでは、景気の問題でありますけれども、岩田内閣府政策統括官か

ら説明をさせていただきます。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、時間が限られておりますので、４点に絞って

政策課題の観点から今の景気の現状を御説明いたしたいと思います。 

４点と申しますのは、１つは、世界同時不況にあるＩＴ関連の産業でございま

すが、このＩＴ関連の産業の先行きをどう見るのかというのが第１点目。第２点

目は失業率が今非常に高い水準になりましたけれども、これをどう考えるのか。

３番目はデフレの問題をどう考えるのか。４番目は金融市場が現在も不安定な状
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況を示しておりますが、それについてどう考えるのかというような点について御

報告をいたしたいと思います。 

初に１ページ目をごらんいただきますと、現在、ＩＴ関連のテックインダス

トリーのスランプというのがアメリカを中心として世界的に発生しています。１

ページ目、アメリカの現実の実質ＧＤＰでありますが、４～６月の数字が従来

0.7％増と、前期比年率で0.7と言っていたんですが、改訂になりまして、プラス

の0.2ということで、ほぼゼロに近いということであります。マイナス要因として

大きいのが設備投資でありまして、縦に書いてあるものが大幅な設備投資、マイ

ナス14.6％というようなマイナスになっておりまして、これはＩＴ関連の産業で

過剰設備が残存しているということであります。 

先行きについてはどうかということなんですが、ブルーチップという民間の予

測機関を集めた平均的な姿が黒い点でもって示されております。来年には３％台

に順調に上がっていくというのがこれまでの標準的な見方でありました。ここへ

来まして、やや弱い数字が出ておりまして、私自身は少しＩＴ関連の産業の回復

が遅れるということで、下の×の線に近いような形になる可能性の方が強いので

はないかというふうに考えております。 

少し飛んでいただいて４ページ目をごらんいただきますと、ここにはＩＴのパ

ソコンの出荷台数、それから半導体の出荷数量など、世界のマーケットで見たら

どうかということで記したものでありますが、年が明けましてから、世界のパソ

コンの出荷台数というのがマイナスになっている。半導体の出荷の数量というの

が３割ぐらいマイナスになっているということでありまして、非常に大幅な落ち

込みを示している。この回復の時期がいつかということが、実は世界の景気の回

復、あるいは日本の経済の回復にとって非常に重要な点なんですが、従来は年末

にはこれが戻ってくるんじゃないというふうに言われていたのですが、どうも現

在の時点では来年の夏ぐらいにずれ込むのではないか。そういうことで、アメリ

カの景気の回復も後ろにずれているというのが実状かと思います。 

日本について、次の５ページ目をごらんいただきますと、パソコンの販売額が

書いてあります。日本におきましても、 近月を見ますと、７月は－20％という

ようなことで大幅な落ち込みになっております。今年は酷暑だということでエア

コンがかなり売れまして、10％ぐらい伸びたんですが、両方合わせてみると販売

額としてはマイナスになっておりまして、酷暑効果でもってＧＤＰが上がるんじ

ゃないかという期待もあったんですが、パソコンの売れ行きが悪いということで、

家電の売れ行きが悪いということです。 

以上がＩＴ関連の先行きを含めた話でありますが、２番目は失業率の話であり

ます。失業率が５％という戦後 高の水準になった。この内訳を見てみましたの

が左の下の方の数字なんですが、男性・女性、年齢層が15～24歳、若年層の方が

10％ぐらいということで非常に高い水準であります。女性も同様で15歳～24歳で

非常に高い。さらに、次いで高いのは55～64歳、中高年の方が多い。これは男性

で多いんですが、女性の方は必ずしもそれほど高くないということであります。 
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現在、失業と雇用をどうするかということを考えるときに、やはり若年の問題

と中高年と区別して、若年の場合には、特に教育訓練が重要だし、高齢者につい

ては現在勤めている会社のいろいろなあっせんでありますとか、紹介であります

とか、そういったことが重要ではないかというふうに考えております。 

ただ、失業率が高いといっても、右下の方をごらんいただきますと、職種別に

見るとかなり過不足がございまして、専門技術職というようなものは、実は求人

の方がずっと多いということであります。具体的にはちょっと後ろを見ていただ

きたいんですが、８ページをごらんいただきますと、これは経済産業省の方の調

査でもって明らかになったことなのですが、調査対象60社のうち27職種、特に専

門技術、これは技術系と営業系の両方ございますが、こういうところでは求人の

方がずっと求職者よりも多い。平均しまして3.6で、求人がかなり上回っているよ

うな専門職、あるいは技術職というようなところは、人が不足しているというこ

とでありまして、教育訓練をうまくやりさえすれば、かなり失業問題は解決でき

るんじゃないか。ミスマッチの問題を解決することが重要だということでありま

す。 

続いて７ページをちょっと手前に戻っていただきますと、もう１つ、日本の失

業の問題は、１年以上失業している方がかなり増えておりまして、今、失業して

いる人のうちの25％、数で言いますと80万近い方が１年以上、１年以上経ちまし

てと、なかなか再就職が難しいというのが過去のいろいろな事例で明らかになっ

ておりまして、これも１つの問題かなというふうに考えております。 

以上が失業に関連した問題であります。その次の問題は、地域別に見ますと失

業率の差もあるんですけれども、１つの問題は、これほど失業率が高くなってい

る１つの理由といたしましては、日本の企業が国内で投資をしないで海外で投資

をしてしまう。９ページをめくっていただきますと、国内で工場をつくらないで

海外で、右の方の欄で、海外で設立している。特にアジアで工場をつくるという

ような動きが90年代に入りましてからは特に大きな動きになっておりまして、あ

る意味では、地方経済も含めて空洞化をもたらすような要素として働いているの

ではないか。そして、アジアを中心に出ているといっても、特に中国が伸びてい

るということでありまして、10ページをごらんいただきますと、左の方は中国の

賃金が100ドルですとか、あるいは300ドルぐらい、250ドルになっていますが、日

本と比べると10分の１だとか、20分の１だということで、しかも 近、中国の労

働者もスキルがついてきたというようなことでありまして、この賃金格差が大き

いということを主因にしまして、右の下の方でありますが、中国から日本の輸入

というのが、ここ90年代で３倍ぐらい増えているということであります。そうい

うことで、失業の問題を考える上でも、こういう産業構造の大きな変化を考慮す

る必要があるんじゃないか。もう１つは、海外で生産された安い品物が日本に入

ってくるということで、国内の物価水準にも影響があるということが考えられま

す。 

14ページ、恐縮ですが、しばらく後ろの方をめくっていただきますと、今回、
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総務省の方で消費者物価の基準改定をやりまして、新しい品目を入れかえ等をし

た。特にパソコンですとか、携帯ですとか、その結果、新しい基準、12年の基準

で見ますと、消費者物価の下落幅が従来よりも0.2％から0.3％ほど大幅になった

ということでありまして、７月は－0.7だったのでありますが、現在は－0.9とい

うことになります。 

この消費者物価の下落がどういう要因で起こっているんだろうかということを

見ましたのが、次の15ページでございます。15ページは、上の欄では消費者物価

の動きが書いてございます。それから、細い実線では輸入物価の動きが書いてご

ざいます。輸入物価のマイナス幅が大きいので、消費者物価が下がるという時期

が、90年代の前半ですとか、あるいは98年、99年そういったことが起こりました。

ですけれども、2000年ないし年が明けましてからは、むしろ輸入物価は、右のメ

モリなんですが、10％ぐらい上がっているということでありまして、現在の時点

では、輸入物価は むしろデフレを妨げるような要因として働いている。輸入物

価が上がっている理由としては、下の方の欄で書いてありますように２つありま

して、為替レートが年が明けましてから円安方向になっている。 近、また円高

になっていますけれども。ということと、それからエネルギーの価格が2000年は

かなり上がったということ、２つの要因で輸入物価が上がって、それがむしろ現

在の時点では、デフレの傾向をやや妨げるような方向で働いているのではないか。

それでは、今のデフレの主な原因はどこなのかといいますと、16ページをごら

んいただきますと、国内の要因が考えられるということであります。上の欄は経

済全体の供給と需要の差をとったＧＤＰギャップというふうに呼ばれているもの

でありますが、これが今現在、－5.1％ということでありまして、このデフレギャ

ップが拡大しているということでございます。供給側は下の方の潜在成長率とい

うことです。これが供給力を示しているわけでありますが、これが現在の時点で

は、1.3％程度の伸びでありまして、これを実質のＧＤＰ、現実のＧＤＰが下回る

ようなことが続きますとギャップが拡大してくるということで、その結果、物価

が下がっていくというようなメカニズムが現在、働いているのではないかという

ふうに思います。 

後に、第４番目の金融市場のことでありますが、現在、株式市場の株価が下

がっているんですが、基本的な理由は企業の期待収益、あるいは日本経済全体の

先行きがどのくらい成長するのかというようなことで影響を受けるということで

あります。17ページをごらんいただきますと、前回もちょっと御紹介申し上げま

したが、６～７月の時点で見た民間の予測の平均を見ると、2001年度がゼロ、2002 

年度が１％だということを御紹介申し上げたんですが、今度の４月－６月のＧＤ

Ｐの数字が９月７日に発表になりますが、これについて民間がどう予測している

か。サンプルが違いまして、26社を 近時点で集めたものでありますが、これを

ごらんいただきますと、－0.9というのが平均の予測でありまして、悲観的だと 

－1.2、少し楽観的だと－0.3というような、かなり標準的なこれまでの見方から

見ますと、相当下触れしているということが言えようかと思います。私個人の見
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通しでは、恐らく下のやや悲観的な－1.2というふうに書いてございますが、こち

らの方に近いような、まだ数字は出ていませんので何とも言えませんけれども、

かなり下触れするのではないかということで、将来の日本経緯の先行きについて

も、やや見通しが暗くなっているというようなことを反映して、さらに、企業業

績がこのところハイテク関係を中心にしまして下方修正を大幅にされています。 

18ページには、そうした世界的なＩＴ関連の不況、それから国内でのハイテク

産業の業績の下方修正、将来の期待収益率が低下しているというようなことを主

に反映いたしまして、通信業あるいは電気機器業など、ハイテク産業が大幅に値

下がりを続けている。銀行の方は少し底ばいといいますか、水準としては、銀行

株は相当低いのですが、底ばいの状況を続けているということであります。 

問題は、誰が売っているのかというのが19ページでございます。現在の時点で

主な売り手というのは金融機関が中心でありまして、これまで株式の持ち合いを

解消するために売っているということでありまして、今、大きな金融構造の変化

があって、買い手不在のマーケットを、どうしたら買い手が、個人投資家が出て

くるようなマーケットにしたらいいのか。これも大きな政策課題ではないかとい

うふうに考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。予定時間の６時が迫っておりますので、議

論に御協力をお願いしたいと思います。日銀総裁、それから平沼大臣の順番でお

願い申し上げます。 

（速水議員） 時間がございませんから、金融政策、金融市場のその後の変化と、今、

我々が期待している金融政策の効果についてちょっと御報告させていただきます。

日本銀行は、先ほど岩田政策統括官が述べられたような経済情勢を踏まえまし

て、３月に決定しました金融政策の枠組みのもとで、金融面から景気回復を支援

する力をさらに強化するという立場で、８月14日に一段の緩和措置に踏み切りま

した。それは当座預金残高を５兆円程度から６兆円程度に増やしまして、毎月の

長期国債の買い切り額を、2,000億円ずつ２回で4,000億円でございましたのを、

３回にして6,000億円というふうにして始めております。日本銀行としましては、

先ほどのお話にありました物価の継続的な下落を防ぐ。それから経済が安定的か

つ持続的な成長軌道に復帰することを支援するために、中央銀行としてなし得る

大限の努力を続けていく方針であります。 

今回の緩和措置について、期待しております効果としましては３つぐらいあり

ますが、１つは、３か月物などのターム物のユーロ円等の一層の金利低下を促す

効果を期待しております。それは少しずつ実現しつつあります。２つ目は、日銀

当座預金というのは、ノーリスク、ノーリターンのお金でございますが、市場参

加者がそれを運用する資産を選択して、企業のコマーシャルペーパーとか、社債

とか、外国の資産、そういうものに多角的な運用を行うことを促す効果です。ポ

ートフォリオ・リバランスと市場は言っておりますが、市場参加者の資産選択の

多様化ということです。それでＣＰなども残高が既に20兆円程度になっておりま
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すし、社債なども50兆円を超える残高になっております。３つ目としては、物価

の下落を防いで、景気回復の基盤を整備するという日本銀行の断固とした決意を

示すことで、マインド面でのプラス効果をねらったわけでございます。金融市場

の方では、９月の月末、期末越えの短期金利が下がってきたということで、かな

り流動性についての不安感が消えたということは言えようかと思います。 

株の方はいろいろ問題もございますようですが、私どもとしては、非常に注意

深く見ていきたいと思っております。株価の動きは世界的な低下でございますけ

れども、経済に様々な影響を与える面も大きいですし、株価動向については引き

続き重大な関心を持っていくというふうに考えております。銀行の持ち株につい

ては、43兆円ぐらいありますものを自己資本の29兆円ぐらいまで減らしていくと

いうことで組織をつくって買っていく部分もあるということですが、今、やはり

企業間の持ち合い株というのは、株式の全体の残高の少なからぬ部分になってい

ると思います。これは日本の戦後の慣習から生まれてきたものだと思いますが、

取引を開始するに当たって相手先の株を持つ。そういうものがかなり残っており

まして、そういう部分について少しでも株価が上がったら売りが出るということ

で、株はなかなか下がる一方で上がっていかない。そういう部分については、や

はり自社株の買いをやるか、あるいは今の家計が持っている預貯金の残高を、株

や国債の方へシフトしていくための環境づくりを一刻も早くお願いしたい。そう

いうものが買いの固定的なものになっていくというふうに考えております。 

以上でございます。 

（平沼議員） 私から景気認識について申し上げたいと思いますけれども、今説明が

ございましたように、極めて厳しい状況だと思っています。足腰は極めて弱くな

っておりまして、とりわけ生産に関しましては、第１次オイルショック時に匹敵

するほどの急速な落ち込みがあって、デフレも先ほどの説明のように進展をして

いると思っております。４月－６月期の実質ＧＤＰ成長率はマイナスとなること

は必至でありまして、このままでは13年度のゼロ成長すらおぼつかない状況だと、

このような認識であります。 

このように将来に対する期待が持てない結果、これは頻発しておりますけれど

も、企業によるリストラ計画、これが相次いでおりまして、負のスパイラルが懸

念されるわけであります。例えば、オイルショック後の生産減少幅は－15.3％で

ございました。今回これが14.4でございますから、ほぼ同じ水準にあるというこ

とであります。このままで実体経済が推移をいたしますと、更なる不良債権の発

生が心配されておりまして、構造改革そのものが進まなくなる懸念すらあると思

っています。世界同時減速のおそれもある中で、ここ２、３年の経済運営がまさ

に正念場だと思っています。従来型の対策を講じても効果は限定的だと思ってい

まして、セーフティネットの充実を図るとともに、雇用の受け皿となる新たな雇

用需要、投資市場への創出に向けて、あらゆる政策手段を動員していかなければ

ならないと思っております。 

小泉総理の言われる構造改革というのは、これはもちろん第一義でやらなけれ
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ばならないと思いますが、しかし、「二兎追う者は一兎も得ず」。こういう言葉

もありますけれども、私はまだ日本経済はポテンシャリティはあるわけでありま

すから、やはり何らかの形で二兎を追うという形で、新しい発想に基づくある面

の景気刺激策、これはやらなければならないのではないか。こういうふうに経済

産業大臣としては、そのような考えを持っております。 

私からは以上であります。 

（竹中議員） 時間でございますけれども、特によろしいでしょうか。 

ありがとうございました。それでは、実は９月７日にＧＤＰの速報値が、４－

６月の数字が出ます。株価は御承知のような状況であります。先ほど申し上げま

したように、９月11日、次回のときに、これまでの議論の要約、取りまとめたも

のを、工程表の中間になる暫定取りまとめのようなものを出させていただいて国

民にはメッセージを出す。同時に、それでは不十分ですから、今日議論していた

だいたようなことも含めて、議論を詰めて、政策を具体化させる大変重要な会議

になろうかと思いますので、今日の話では労働に関しては職業訓練というのは、

やはり地道だけれども、重要だというような御指摘が印象だったと思います。そ

れと、円安とは言わないまでも、やはり極度な円高にならないような仕組み、努

力は必要だということも物価の話であったのではないかと思います。株に関して

は、銀行の株式ないしは自社株、その中には金庫株の問題も入ってくると思いま

すけれども、そういう仕組みが次回の中でも議論されなければいけないというこ

となのではないかと思っております。次回は大変重要な、いつもにも増して重要

な会議だと思いますので、ぜひそれぞれの案を詰めておいていただきたいと思い

ます。 

（牛尾議員） ７日の発表のときのコメントは非常に大事だと思うんです。消費者心

理とか、投資家心理を十分考えた上での発言形態というのは非常に大事で、これ

までは、割とそういうことを考えないで淡々と事実を述べるという政策発表が続

いたと思うんですが、ここまで来ると、７日の場合、余りびっくりしたような態

度をすることも危険だし、やはり消費者心理、投資家心理というものが、それほ

ど驚愕しないような形で、勇気を持たせるような部分が必要ではないと思います。

以上です。 

（塩川議員） 自信を与えることをちょっと入れておかないとえらいことになります

ね。コメントをあらかじめ総理も十分練ったもので言ってもらわんと。 

（牛尾議員） 大きく未来不安、先行き不安というものが非常に強くて、消費者心理

や投資家心理が引っ張られている。現実よりもはるかに悪いです。 

（塩川議員） さっきも統計で潜在成長力というものが、まだゼロより上なんだから、

ここはしっかりと言う必要があると思うんだな。 

（奥田議員） 低成長になるというのが、私はもともとこの改革に進めるに当たって

初めから覚悟したことだから、今更ここでたじろぐことは全然ないと。問題は雇

用が不安ですから、雇用の不安を取り除くセーフティネット、それを中期のもの

と、すぐできるような短期のものと、そういうような形で国民に対して、変な話
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ですけれども、あなたが失業してもすぐ困りませんよとか、そういうような対策

を立てて、ここ２年間ぐらいは乗り切っていかないと。そこで変な対策を打つと

おかしくなるという感じで、２年ぐらいはそれで頑張っていくよりしようがない

ということだと思うんですがね。 

（牛尾議員） 総理は、初めからマイナスでもしょうがないというのを是正されたん

ですから、そのぐらいのことをおっしゃって、必ず見通しがあるからやっている

んだということはきちっとおっしゃればいいし、雇用の問題も新規雇用が大事で、

それに乗り切れない人はセーフティネットをつくるというようなことをおっしゃ

れば、余り驚き過ぎないように、そんなことは予定の行動だというぐらいのこと

を、ここに座っている閣僚の方々がおっしゃることが非常に大事なので。 

（塩川議員） もうちょっと愛想をつけたものでね。愛想を言わんと。 

（牛尾議員） 愛想は塩川さんに。 

（塩川議員） ぶっきらぼうに言ってしまうからあかんので、ちょっと愛想よく、そ

して自信があって。 

（牛尾議員） 役割分担もあると思うんです。 

（塩川議員） ７日の閣議後の記者会見というのは非常に大事ですよ。 

（牛尾議員） 大変だ大変だ、というのはやめた方がいいですよ。新聞は必ずセンセ

ーショナルに書くんです。新聞が、大変だ大変だ、と書くことは目に見えている

んだし、ワーワー言うときに、毅然とした態度で、ぜひ役割分担をしてやってい

ただきたいと思います。 

（奥田議員） 枕詞が一番大事なんじゃないですか。そんなものは当然だとか、初め

から覚悟しておったんだから当たり前だとか、そう言い切ってしまえば非常にま

ずいですね。 

（塩川議員） 総理は言いそうやな。 

（奥田議員） そうじゃなくて、例えば、気の毒だけれども、こうだとか、そういう

痛みがわかっているけれども、こうだとか、そこらあたりの枕詞を言わないと。 

（牛尾議員） キッシンジャー時代はそういう心理学的なチームが５人か６人いたん

ですから。官邸は急に言ってもそれはないと思うけれども、とにかく閣議の前に

よく相談して、明るいことを言って似合う人と、厳しいことを言って似合う人と、

それぞれタイプがありますから、急に総理がニコニコしたらまた気持ちが悪いの

で、タイプを決めて万全を期して発表していただきたい。そこのところはもう少

し工夫が要ると思うんです。皆ぶっつけ本番で言っている感じがする。 

（塩川議員） ７日のコメントは非常に大事だと思うね。 

（牛尾議員） これからも毎週大事ですから、気を引き締めてやってください。 

（竹中議員） 昨日コロンビア大学のジェラルド・カーティス教授が総理のところに

いらっしゃいまして、総理の魅力は、大胆さとその先にあるオプティミズムであ

るとおっしゃって、そういう総理の役割と、それと塩川大臣、我々の役割をうま

く散りばめて難局を乗り切りたいと思っております。 

それでは、扱いはいつもどおりとさせていただきます。今日も総理の御好意に
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よりまして、小食堂に軽食が用意されております。ありがとうございました。 

（以 上） 

26 


