
平成 13 年第 20 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 13 年第 20  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2001 年 9 月 21 日(金) 16:32～17:30 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)改革工程表の取りまとめ及び改革先行プログラムの中間取りまとめについて 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

資料 1 第 18 回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 改革工程表（案） 

資料 3 改革先行プログラム中間取りまとめ（案） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理、官房長官が、所用で遅れておりますけれども、先に

始めておいてくださいということでありますので、ただいまから第20回の経済財

政諮問会議を開催いたします。本日はお忙しいところをありがとうございます。 

まず、本日の議事でありますけれども、本日は改革工程表のとりまとめ、及び
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改革先行プログラムの中間とりまとめ、これについて御議論をいただきたいと思

います。 

第18回の諮問会議の議事録につきましては、従来どおりの扱いとさせていただ

きます。 

○改革工程表の取りまとめ及び改革先行プログラムの中間取りまとめについて

（竹中議員） それでは、改革工程表、及び先行プログラム中間とりまとめの審議に

移りたいと思いますけれども、それぞれの報告の位置づけにつきましては、今更

申し上げる必要もないかと思います。最終的にどのようにとりまとめられたかと

いうことに関しまして、河出審議官の方から話をさっといただきまして、審議に

移りたいと思います。よろしくお願いします。 

（河出内閣府審議官） それでは、資料２の「改革工程表（案）」から簡単に御説明

させていただきますが、表紙を１枚めくっていただきますと、今回の改革工程表

は、６月26日に閣議決定いたしました、いわゆる骨太方針を具体化し、更に改革

を加速化するためのものでございます。前回の諮問会議で出されました民間有識

者議員の御意見を基に、関係省庁といろいろ御相談をしてまいりまして、今回と

りまとめたものでございます。 

目次がまずございまして、大体３ページほど付いております。その後１ページ

となっておりますけれども、「改革工程表のポイント」というのがございます。

これはいわゆる骨太の方針の７つのプログラムに沿って、具体的な工程表の主な

ポイントだけをまとめたものでございます。 

これに基づいて簡単に御説明させていただきますと、まず、最初の「民営化・

規制改革プログラム」関連でございますが、規制改革では、総合規制改革会議の

重点６分野に関する中間とりまとめの内容を最大限に早期に実現していくという

ことでございます。内容は先行プログラムがありますので、そちらで御説明させ

ていただきます。 

②が特殊法人等の見直しでございまして、最初の○にございますけれども、全

ての特殊法人等を対象とする「特殊法人等整理合理化計画」を年内に策定し、閣

議決定する。とりわけ道路４公団、都市基盤整備公団、住宅金融公庫、石油公団

の廃止、分割、民営化等については、他の法人に先駆けて結論を得ることとし、

年内に閣議決定する。これは14年３月まで措置の欄に入れております。 

２番目が「チャレンジャー支援プログラム」関係でございますが、①が起業や

中小企業の経営革新促進でございます。２つ目の○にございますけれども、中小

企業の保有する売掛金債権を担保とする民間金融機関からの融資を拡大するため

に、信用保証協会による保証制度を新設すること等を内容とする中小企業信用保

険法等の改正案を臨時国会に提出する、ということで、臨時国会までの措置欄に

入れております。 

２ページでございますけれども、②が不良債権問題の抜本的解決でございます。

これは後で先行プログラムの方で御説明をさせていただきます。 
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③が証券市場の構造改革ということで、特に（１）の最後の○に証券税制につ

いて、早急に対応する。これは臨時国会の欄で措置するとしております。 

④が司法制度改革・法改正の促進ということで、最初の○に司法制度改革推進

のため、司法制度改革推進本部（仮称）を年内に発足させ、推進計画を決定・公

表。３年以内に法律改正等所要の措置を講ずるための検討を開始する。来年３月

までの措置欄に入れてございます。 

３番目が「保険機能強化プログラム」でありまして、①が社会保障制度改革の

推進とあります。最初の○に、「社会保障個人会計」類似の制度、あるいは社会

保障番号に関する諸外国における調査を行って、e－governmentのフロントランナ

ーとして導入の具体化を図る。これを来年３月までの措置の欄に入れております。

それから、②が医療制度改革の推進でございまして、基本方針で示した「医療

サービス効率化プログラム」の具体化ということによって、その内容が盛り込ま

れる医療制度改革の厚生労働省案を策定する。これは次回の諮問会議で御議論し

たいと思っております。 

④が介護でありまして、ケアハウスについて、設置主体を民間企業等に拡大し、

ＰＦＩ等を活用した公設民営型による整備を促進する。これも臨時国会に措置す

る欄に入れてございます。 

４番目が「知的資産倍増プログラム」ということで、①人材活性化であります

が、最初の○の欄に、初等中等教育の一層の活性化を図るなど、教育の構造改革

の柱である「21世紀教育新生プラン」を、「学校いきいきプラン」を促進するこ

と等により、一層推進する。14年度予算で措置をするという項目に入れてござい

ます。 

４ページでは、④国際競争力のある大学形成ということで、最初の○に、国立

大学を早期に法人化するため、非公務員型の選択や、経営責任の明確化、民間的

経営手法の導入など、平成13年度中に国立大学改革の方向性を定める。来年３月

までの措置の欄でございます。 

５番目が「生活維新プログラム」ということで、①が雇用対策の推進でござい

ますが、これも後の先行プログラムの方で御説明させていただきます。 

５ページ目が④でございますけれども、住宅ストックの拡充、安全な都市づく

りということで、最初の○で中古住宅の流通市場を育成するため、中古住宅の検

査を含め性能表示のあり方について検討の上、性能表示基準及び評価方法基準を

変更し、制度化する。14年度中に措置をするという欄に入れております。 

６番目が「地方自立・活性化プログラム」ということで、最初の○が地方自立・

活性化で、最初の○で団体希望等に応じて仕事や責任を変える仕組みについて、

第27次地方制度調査会において、その実現を目指し検討する。来年３月までの措

置欄に入れてございます。 

６ページの「７．財政改革プログラム」でありますけれども、特に②公共投資

改革等の推進ということで、最初の○が各種長期計画のあり方について、その必

要性を含め総合的に検討する。漁港漁場整備長期計画については、年内に基本的
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な結論を得る、ということで、14年３月までの措置欄でございます。 

道路等の特定財源について、平成14年度予算編成過程等を通じ見直しを行う、

これも来年度予算で措置をする欄でございます。 

７ページに、③の前の最後に２つ○がありますが、入札関連では、電子入札に

ついて、直轄事業に関し、１年前倒しして平成15年度中に全面導入する、という

ことでございます。それから、不良不適格業者の排除や適正な施工の確保等の観

点に配慮しつつ、指名競争入札を見直すとともに、一般競争入札の拡大に努める。

来年３月までの措置の欄に入れてございます。 

最後の③政策プロセスの改革では、２番目の○、中期的な経済財政計画を策定

する、ということで、これは14年３月までの措置欄に入れておりますが、年内を

目途に策定をしたいと思っております。 

それから、９ページからが、具体的なまさに工程表でございますが、これは省

略をさせていただきます。 

資料３が改革の「先行プログラム」ということで、「中間とりまとめ案」でご

ざいます。これから補正予算の編成作業を行いまして、来月の中下旬に最終的な

プログラム案としてまとめていきたいと考えております。 

前回の諮問会議との主な変更点を中心に御説明させていただきますが、まず２

ページでございますけれども、下から５行目のなお書きで、アメリカ同時多発テ

ロ問題によりいろんな経済的影響もございますので、「構造改革を進める中で、

経済情勢によっては大胆かつ柔軟な経済運営を行うこととする」という文言を入

れてございます。 

３ページからが具体的な施策でございますが、まず、「経済を活性化し、新産

業・チャレンジャー、雇用を生み出す制度改革・環境整備」ということで、タイ

トルに、「経済を活性化し、」という文言を入れておりますが、まずＩＴ関連の

いろいろな規制改革を具体的に書いております。 

４ページでは、「②生活者向けサービス分野」ということで、これは規制改革

会議で検討されてきた問題でございますけれども、これにつきましても、思い切

った規制改革を行うということでございます。 

医療関係につきましては、来週諮問会議でまた議論いたしますので、それを受

けて最終とりまとめの段階で具体化をしていきたいと思っておりますが、ロの福

祉・保育等、ハの人材、ニの教育、ホの環境。前回は項目だけでございますけれ

ども、かなり具体的に構造改革の方向性につきまして、記述をしているものでご

ざいます。 

６ページの「ヘ 都市再生」まで、かなり具体的な内容につきまして、今回明

らかにしているものでございます。 

６ページ左下の後半からでございますが、「証券市場・金融システムの構造改

革」関連でございます。 

特に今回大きく変わっておりますのは、７ページの「②不良債権処理の強化と

金融の活性化」というところでございます。これにつきましては、４つの項目で、
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かなり前回と大幅に改訂しております。最初の項目が「イ 資金供給の円滑化」

ということで、民間及び政府系の金融機関に対し、中小企業を含む健全な取引先

に対する資金供給の一層の円滑化に努めるよう要請する、ということを書いてお

ります。 

「ロ 銀行の健全性確保のための迅速かつ厳格な対処」ということで、最初の

「・」は前回も入れていたわけですけれども、今回、下から３行目、さらに、市

場の評価に著しい変化が生じている等の債務者に着目した特別検査を主要行の自

己査定期間中に実施することにより、企業業績や市場のシグナルをタイムリーに

反映した適正な債務者区分及び償却・引当を確保する。その際、外部監査人との

共同作業により、次期決算期における的確な決算処理を確保する、ということを

入れております。 

その次の「・」は、こういった特別検査によって、破綻懸念先に区分されるに

至った債務者については、速やかに、(ⅰ) 私的整理ガイドライン等による徹底的

な再建計画策定、 (ii)民事再生法等の法的手続きによる会社再建、(iii) ＲＣＣ 

（整理回収機構）などへの債権売却等、のいずれかの措置を講ずることを求める、

としております。 

主要行に対し、四半期毎に経営情報を開示する体制をできる限り早期に整備す

るよう求める、といったことをここでは記述をしております。 

「ハ ＲＣＣ等による不良債権処理と企業再建」ということでございますが、

まず最初の「・」でＲＣＣは、不良債権の買取りについて、価格決定方式を弾力

化の上、ということを入れまして、15年度末までに集中的に実施するということ

でございます。 

こういったＲＣＣ、預金保険機構は、企業再建に積極的に取り組むというふう

にしております。 

それから、再建中の所要資金につきましては、日本政策投資銀行等の融資等の

活用を図るというのが２番目の「・」でございます。日本政策投資銀行、民間投

資家、ＲＣＣ等に対し、企業再建のためのファンドを設立し、またはこれに参加

するように要請する。ファンドは、厳格な再建計画が策定された企業の株式を買

い取り、再建計画の実現を図る、ということでございます。 

「ニ オフバランス化にあたっての配慮」ということで、既に既存分２年、新

規分３年という目標があるわけでございますが、その際に９ページの前段にあり

ますように、３つの項目につきまして、十分配慮するように銀行に配慮していく

ことを決めているものでございます。 

「２．雇用・中小企業に係るセーフティーネットの充実」ということで、雇用

対策でございますが、これも前回かなり内容をお出ししておりますけれども、特

に、「①民間活力の活用による職業紹介機能の充実」ということで、イでは、各

種雇入れ助成の対象を民間職業紹介機関による雇入れにも拡大するとともに、新

たに民間の就職支援会社を活用して従業員に再就職支援を行う事業主に対して助

成を行う、といったようなことを具体的に入れているものでございます。 
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10ページでは、「②職業能力開発の拡充」の欄で、この欄の下から４行目辺り

に書いてございますが、さらに、企業内外を問わず通用する能力の開発を支援す

るため、教育訓練給付金制度の効果的な活用を図る。なお、大学等で教育を受け

る意欲と能力がある者に対する奨学金を拡充する。そういった点を具体的に記述

をしております。 

「③再就職の促進と失業者の生活の安定」ということでございます。これも下

から４行目辺りでございますが、建設業における労働移動の支援、離職予定者の

求職活動等の支援、企業グループ内での中高齢者の雇用確保を図る企業を支援す

るなど就職支援特別対策パッケージを実施する。 

11ページの冒頭にまいりまして、また、失業者の生活の安定のために、雇用保

険制度枠外にある自営業者等が失業した場合に生活資金を貸し付けることができ

る制度を創設するとともに、失業等によって住宅金融公庫のローンの返済が困難

となっている者への対策について元金据置期間の延長等の拡充等を行う、といっ

たことを書いております。 

「④新公共サービス雇用」につきましては、前回と基本的には同じラインで整

理をしております。 

「（２）中小企業等対策」でございますが、これも前回基本的な考え方を出し

ておりますけれども、より具体的にどういうことをやるかというのをはっきりし、

売掛金債権を担保とした融資についての、信用保証制度の整備とか、あるいはセ

ーフティーネット保証・貸付制度の充実とか、あるいは法的な再建途上にある中

小企業を対象としたＤＩＰファイナンスの推進とか、そういった具体的な施策を

はっきりここで書いております。 

12ページ、13ページは、３番目の柱である「構造改革を加速するために特に緊

急性の高い施策」ということで、（１）電子政府の実現から、（６）都市再生・

まちづくり、公的施設整備に資するＰＦＩの推進までありますが、前回の見出し

だけでありましたけれども、今回は簡単に、その意味する概要につきまして、解

説しているものでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、この議題について自由に御討議をいただきたいと思います

が、非常に広範な、経済政策問題全般の話であろうかと思います。 

加えて、御承知のように、総理、急遽来週訪米されることになりまして、そう

いった問題も踏まえて、幅広く御議論いただければよろしいかと思います。 

（本間議員） それでは、民間議員を代表してということではございませんけれども、

総理の下で経済財政諮問会議が、新しい政策立案のプロセスをつくりつつ、具体

的にこのように改革工程表、改革先行プログラムを、短時間の間に精力的にまと

め上げていただき、また、我々が勝手なことを申し上げている部分に対しても、

真摯にこの中に取れ入れていただきまして、各省庁、並びに内閣府、官邸の皆様

に本当に厚く感謝申し上げたいと思います。 

それを踏まえまして、これからまた厳しいコメントがあると思いますので、そ
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の問題につきまして、私はまた後でしゃべらせていただきます。 

（吉川議員） 不良債権の処理の問題と、医療保険の改革の問題、この２つについて

発言させていただきたいと思います。 

１点目につきましては、今回の工程表でも、従来の議論から一歩進んで、前進

したと思っております。いずれにしても、前の会議でも発言いたしましたけれど

も、金融庁、日本銀行、財務省、あるいは内閣府、その他、政府と日本銀行が同

じ事実認識を持って、また、一体となって政策を早急に進めていくことが非常に

大切だと思います。細かいことは申しませんが、これが第一の点であります。 

２つ目は、医療保険に関係することです。事務局にお願いして、Ｂ４の１枚紙

を配っていただいていると思いますが、これが先般の基本方針、骨太の方針の医

療に関わるところのコピーであります。 

ここに医療サービスの効率化プログラムと左上の方に（２）となっております

が、これが今回改革工程表の方で出てきているわけです。その中を見ますと、（ⅰ） 

から（ⅶ）まであるわけですが、医療サービスの標準化と、診療報酬体系の見直

しから始まって、右ページの上の負担の適正化まで７つ挙げてあります。これは

いずれも医療費に関わるところですが、要するに、（ⅰ）から（ⅵ）までのとこ

ろは、医療システムを、お医者さんとか病院とか、供給する側を効率化して、患

者が納得できるシステムをつくろうということが挙げてあるわけです。最後の

（ⅶ）に、自己負担と言いますか、経済力のある高齢者の方も含めて、負担増を

求める必要があるのではないか。こういう書き方、考え方になっているわけです。

私は経済力がある高齢者が負担をしていくというのは正しいと思いますが、ここ

数週間のこの問題を巡る議論を見聞きしていると、自己負担するところだけが一

人歩きしているのではないかという印象を持っております。もともとの基本方針

でも述べている医療システムを全体として効率化していくという議論の中で、自

己負担の問題も当然議論されていいと思いますけれども、バランスを持って議論

される必要があるんではないか。そうでないと現在、ＧＤＰの６割を占める消費

が冷え込んでいるという問題が１つ大きな問題としてあるわけですが、日本経済

の足腰という点からも問題がかえって悪化してしまう。医療保険というのは、も

ともと助け合い、共助で安心を提供するシステムだと思いますが、それを持続可

能なものに改革する。みんなが安心できるようなシステムをつくるという改革が、

逆に不安を生んでしまうという逆効果のようなところがあると思います。 

この点に留意していただいて、医療保険改革が単に自己負担だけではなくて、

それもあって当然だと思いますが、もう少し広い形で議論されることが望ましい

のではないかという指摘です。 

以上です。 

（竹中議員） 医療費は実はまだ坂口大臣がとりまとめの途中で、この回にはペンデ

ィングになっているわけですけれども、坂口大臣、次回お呼びしようかと思って

おりますので、そういう中でも是非議論を深めたいと思います。 

（平沼議員） 工程表の11番の循環型経済社会の項で、勿論、地球の脱温暖化へ向け
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て、社会システムをつくっていくことは大事なわけですけれども、制度設計を誤

りますと、我が国を支えている製造業が国内で立ち行かなくなってしまって、ま

すます空洞化が加速される恐れがあります。必然的に雇用が失われてしまうとい

うことにつながりかねないので、たとえと言えば、競争力を失ってまでという、

当然どの国もそういう判断をすると思うんです。ですから、ここは戦略的な視点

で十分私は検討を加えていかなければいけない。 

また、経済界の方からもそういう非常に懸念の声があるということですから、

勿論、温暖化を防ぐということは大切ですけれども、やはり制度設計をしっかり

するということは大切だと思いますので、一言申し上げさせていただきたいと思

います。 

（塩川議員） 先ほど吉川先生のおっしゃった問題、非常に私は重大で、14年度予算

のとき、一番の骨はこれだろうと思っているんです。今、主計官の方で厚生労働

省と非常に激しいやりとりをやっておりますけれども、抜本的な方策を書いても

らわなければいかぬと。現在、お互い交渉しておる中で見ましたら、少なくとも

２、３年持てばいいだろうという程度のことでは困る。制度改正を含んでもらい

たい。それではどうするのかというので、私個人としての意見は言ってあるんで

すが、なかなか入れにくいような話なんですが、そこでとりあえず制度の改革の

前提として見てもらいたいのは、老人医療の改革のところだけ、入院したら最初

は高くて後こうなりますね。あの方式を変えるとか。それから、老人保健の診療

の水準を落としてくれということを一応は言ってあるんですけれども、こちらの

意見も決めなきゃならない。これは何かいい知恵を貸してもらえぬだろうかと。

私のところも実はどうしたらいいんだろうと。大体皆、厚生労働省関係の委員が

ございまして、そこで一生懸命やってもらっておりますけれども、こちらとして

も、何かいい意見を出していきたいと思っているんですが、知恵があったら貸し

ていただきたいと思っておるんです。 

これは本当に大変なことで、坂口厚生労働大臣は、少々のことがあっても、お

互い三方一両損の考えが貫けるならば、少々の強引なことでも私はやりますと厚

生労働大臣は言ってくれていますので、そういう精神に立ってやっていきたいと

思う。知恵を貸してもらいたいと思っています。 

（牛尾議員） やはり私も焦点は社会福祉、特に当面は医療だと思います。結局は世

の中の印象は負担が上がっただけじゃないかと。基本的に医療システムそのもの

を合理化して医療費を下げてくれという話なんです。人件費、薬価全部含めてで

すね。 

部分的に入ると、各方面からの抵抗が大きいので、現在の制度を抜本的に、元

からさわらないといけないわけです。 

今度の構造改革というのは経済の活性化が基本ですから、そういう点から言う

と、医療の場合でもできるだけ民営化できるものは民営化して、保険外医療を増

やした方がいいんです。保険外に持っていき、できるだけそこを増やしていく。

そこで雇用を増やそうと思うと、ノーという答えが返ってくるし、今度、ビジネ
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スをパートタイムや派遣労働で置き変えればコストが下がるからと言うと、これ

はまたノーになる。そういう制度的な制約により、既得団体化します。 

島田教授などがやっているケアハウスとか保育の問題も、公設公営でやってい

るものには手も足も出せない。がんがんさわるんだけれども、ほとぼりがさめれ

ば、そのうちに元どおりになると思っていらっしゃる節があるんで、これは簡単

なことではいかないで元をさわるということを考えないといけないし、それは財

務省が頑張っても動かないくらいですから、それは大変に難しい問題です。それ

が第１です。 

もう１つは、工程表というのは、特に９月までの措置とか臨時国会での措置ま

で含めて大変事務方が頑張ってくれて書いてあるんですが、問題点が分散化する

んです。それから、表現が、今国会に通そうと思うと、最小限のものだけを通そ

うとしますから、国民が見ても、これはどういう意味かわからないわけです。要

するに、全体像が描けなくなってしまう。 

だから、雇用を拡大して、新規分野をつくるために規制を変え、制度を改革す

るんだというときには、全体の絵があって、国民的な支持をつくらないといけな

いという問題点が、14年度の歳出をカットするとか、そういうことに目が行き過

ぎてしまうと、国民がわからなくなる。タウンミーティングを続けて、また、メ

ールをどんどん活用して、国民の間に改革の風を吹かさないと、何となく、これ

はどうもできないんじゃないかという挫折感がテロの後、出始めていますから、

相当気をつけないといけない。 

それから、細目ですが、ＩＴ戦略などの場合は、ＩＰバージョン６、2005年開

始というのを１年早めれば、ＩＰアドレスを組み込んだ、しかもブロード・バン

ドを使った新製品需要は、エレクトロニクスから通信機器から、テレコムから情

報まで、ものすごく大きな分野ですから、そこで日本がリードをするということ

は非常に可能なんで、これは十分考えるに値するということ。 

それから、資料２の16ページにあるＩＴの部分の中で、情報システムに関わる

政府調達制度の見直しというのがありまして、これは調べましたら、政府だけで

も12年度に１兆1,500億円、地方で7,000億円の情報システムのソフトを発注して

いるんですが、世間相場からいうと高いんです。仕組みが決まると２回目からは

自分のところがとれるから。 

そういうふうに、ここに非常に甘さがあるので、これを私は関係官庁に相談し

てみたら、２、３割は下がるんじゃないか。２、３割と言ったって3,000億円はあ

るわけですから、そういうものは結構部分的にありますということを申し上げた

いと思います。 

（片山議員） 関連で、吉川先生から医療保険制度のお話が出ましたが、私の方も例

の国民健康保険、これはもう恒久的にずっと赤字なんです。一般会計から5,300億

円の法定繰入れの他に2,000億円ぐらい繰入れて、合わせて3,200億円の赤字なん

です。このままでは破産しますから、もう国保を所管するのは市町村が嫌だと言

い出しているのです。だから、是非そこも念頭に入れて、医療保険制度をどうす
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るか考えていかなければいけないと思います。 

牛尾議員が言われたケアハウスなんか民間を入れて、民間が自由にやれるよう

に大幅に規制緩和すればいいのです。現在も規制緩和をやるというお考えですが、

ややちまちまですよ、私は大幅にやるべきだと思います。 

今の電子政府、電子自治体の方は、政府の方は２年後には直轄事業は全部電子

入札の予定ですから。地方の方はちょっと遅れますけれども、是非早急に進めま

す。足元を見られて、急ぐから高くつくというところがあるので、その辺は関係

のところと相談して、効率的に安くやるようにお願いします。 

（平沼議員） 先行プログラムの中で、不良債権処理の強化と金融の活性化、これは

総理も随分頑張られたと思いまして、随分具体的にきちっとしたものができてき

ました。これはこれで評価させていただきます。 

私もこの問題に関しては、引当をきちんとやれとか、厳正な検査も必要だとい

うことをずっと主張してきました。ですから、ここまでしっかり書かれましたか

ら、これはもうちゃんときちっとやらなければならないことだと思っておりまし

て、ここは期待しております。 

今、特別検査のお話をしましたけれども、特別検査をして破綻懸念先に区分さ

れるに至った債務者に対しては、やはり徹底的な再建の計画案を策定することが

大事だし、法的手続による会社再建と、ＲＣＣへの債権売却、こういう３つの選

択肢が出てきましたけれども、私はやはり基本的には当事者間において解決を図

るということが、非常に大切だと思っています。 

  オフバランス化ということをやるときには、私どもも注意していますけれども、

再建可能な企業については、極力再生、再建の方向で取り組むことが重要でして、

健全な中小企業が連鎖的に大変苦況に陥るということが想定されますので、私ど

もとしてはそこのところは十分、政策に万全を期していきたいと思っています。 

牛尾議員からもお話がありました電子政府の件でございますけれども、これは

私どもも非常に必要なことだと思っています。しかし、電子化する上で重要なこ

とは、無駄なプロセスを極力効率化しなければいけないと思います。それは、申

請手続を簡素化して、ワンストップ化、行政内部手続の簡素化、こういうことを

やはり並行して進めていかないと、後々のメンテナンスで大変な経費を食うとい

うことですから、ここをやはり同時進行でやっていくということが、私は大事だ

と思っています。 

また、もう１つは政府部内に、これはもう片山大臣も十分御認識されていると

思いますけれども、やはりシステム・エンジニアの人材というものを確保するこ

と、そのことがシステム構築において、民間企業と詳細に至るまで議論が対等に

できるシステムができますから、そのことも我々は問題意識を持ってやらなけれ

ばいけないと思っています。 

以上であります。 

（竹中議員） 速水総裁。 

（速水議員） 工程表、それから先行プログラムに非常に重要なステップが盛り込ま
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れて、大変結構だと思います。引き続きスピード感を持って改革の具体化が進め

られることを期待したいんですが、中でも不良債権問題が極めて重要ですし、こ

の不良債権問題の解決が図られない限り、日銀の思い切った金融緩和の効果も生

きてこないということだと思います。 

もう１つは、証券投資に比べて、預貯金を優遇してきた現在の証券税制を改め

ること、そういうことを通じて今までの間接金融から直接金融へのシフトを促し

ていただきたいと思います。我が国の構造改革を金融市場面から後押ししていく

という視点が重要ではないかと思います。 

具体的に言うと、金融資産間で中立な税制であること、リスク・キャピタルの

供給を阻害しない税制であること、グローバル・スタンダードにも配慮した税制

であること、この３つを考えていただきたいと思います。 

前回の会議で民間議員の方から示された証券税制についての考え方を始めとし

て、現在関係者間で議論されている見直しについては、利子所得と株式譲渡益と

の不均衡を是正する方向に働くものであって、基本的に妥当なものだと思います。

早期実施に向けて、精力的な議論を期待したいと思います。 

金融システムに関しましては、内外の見方は非常に厳しいものがあると思いま

す。その背景にあります不良債権問題の早期克服を図っていくためには、やはり

不良債権のバランスシートからの切り離しの促進と、刻々と変化していく金融経

済情勢を踏まえた厳正な自己査定、適切な引当の実施、更に企業の再生への積極

的な取り組みといった包括的な対応が不可欠だと思います。この点、改革先行プ

ログラムにＲＣＣの機能強化とか、要注意先債権に対する引当金の積み増しの徹

底といったようなことが盛り込まれたのは、意義があると評価します。 

日本銀行としましては、各方面における不良債権問題への取り組みが抜本的に

進められていく過程で、日本銀行の立場から成し得る貢献をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上でございます。 

（奥田議員） 私は、簡単に１つ申し上げます。これの作成に関わったものとして、

今ごろこういうことを言っておっては、ちょっと恥ずかしいんですけれども、年

金制度の改革でございますけれども、年金制度の改革というのは国民として現在

非常に不安に思っているところで、これについてどうも迫力が欠けているんでは

ないか、やはりこれはいつまでにこういうことをやりますよという表現を書かな

いと、10月以降に措置するという表現になっておりますので、もう少しここらは

力を入れて書いた方がいいんではないかと思います。 

（竹中議員） 残された課題だと思います。本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 私は、小泉構造改革の果実というものを、国民にそれぞれの段階で示

していくということが非常に重要なポイントだろうと思っております。今、先行

プログラム等を議論しているわけですが、どうしても抽象的かつ痛みの部分のと

ころが表面に出てきます。これは、先ほど吉川議員等から御指摘のとおり、医療

保険制度の部分のところがその典型でありまして、まずは負担増の部分から入っ
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ていく、こういうことをやりますと私は橋本行財政改革の轍を踏むのではないか

という危惧を持っております。いかにそれが本質的な改革につながるか、負担増

だけではなく、それをお願いする上で、行財政の中身、制度というものをきちん

と見直しながら、メリットにつながっていくんだということを具体化していく。

その中で国民の参加という問題が非常に重要ではないかという気がいたします。

これは、餅屋は餅屋で医療制度はもう本当に医師会、製薬業界、官僚等々でやっ

ている、坂口大臣が御指摘の問題というのは、国民的な視点というものが非常に

薄いのではないかということを恐らく問題提起されているのではないか。 

その意味で今、奥田議員からもお話がございましたけれども、社会保障に関す

る全体的な、庶民の方も含めての総合的な国民会議的なもの、これを目に見える

形でやはり今年から来年度の制度改革にかけてやっていきませんと、なかなか説

得的になりません。先ほど吉川議員がおっしゃったとおり、国民が消費をしない

最も主たる原因は、ここの点に不安を感じているという部分がございますので、

国民の参加、インボルブメント、ここをどういう具合に工夫しながら、理解をし

ていただきながら改革を進め、負担増を求めていくかというプロセス化を、これ

は是非知恵を出さなければならないのではないかということが第１点であります。

 もう１つの問題は、これは税制改革の問題で、牛尾議員の方からも御指摘のと

おり、やはり証券市場、それから総理が御指摘のとおり貯蓄優遇から投資優遇的

な状況をつくっていく、そしてそれを宣言していくということは、非常に重要な

問題であります。この点についてもやはりいろいろなところでいろんな議論がな

されておるわけでありますけれども、是非思い切った改革案をつくって、国際社

会の中にもアナウンスしていくということが重要なポイントではないかと思いま

す。 

意思決定の中で、どうも私が気になっておりますのは、政府の税制調査会が本

来的にはまず案をつくり、内閣の案を公表し、その上で党が御意見を付ける。そ

して、最終的には議会で決定をする。これはアメリカ税政改革の事例を見ており

ますと、まさに財務省案があり、大統領案があり、上院・下院案があり、そして

最終的には決着をするということになっております。議員内閣制のときに、党高

政低ということが定着をした我が国の場合には、今までのやり方から党が主役を

されているわけで、ここのシステムのありようも含めて、もう一度考え方を整理

していく必要があるのではないかという気がいたしております。 

第３番目のポイントは、この骨太の方針を踏まえて、改革工程表並びに先行プ

ログラムにまとめ、この段階では極めて仕上がりのいい状況になったと思います

が、しかし実現可能性をいろいろな段階で考えたということもありまして、もう

少し大掛かりな議論を必要とする部分、あるいは基本的な議論をしなければなら

ない部分というものも、積み残している部分があるんだろうと思います。これは、

今後経済財政の中長的な計画をつくるという段階の中では、基本方針の見直し及

び改革工程表の精査、あるいは改革先行プログラムへの入れ込み等という問題を、

時系列的に常に見直しをしながら、フォローアップをしていくという体制づくり
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も今後十分留意しながら進めていく必要があるのではないかという気がいたしま

す。３点申し上げました。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、本間議員のおっしゃったものとダブるんですが、やはり今回のテ

ロ事件の後、日本の証券市場がかなり強い反応を示したことは、非常にアメリカ

でも評価を越えて感謝されているわけです。日本の株式相場には、古い証券業界

の、「災害に売りなし」と言って、災害は買いだという伝統的な相場観がある。

誘導していけば、かなり日本としては珍しく活発な形になってくると思います。 

私は、この株を支える新しい要因は２個あって、１個はやはり金庫株だと思い

ます。10月１日から施行が予定される金庫株は、具体的な細則が決まっていない。

アメリカは、株が下がった。初めてオープンした翌日から、金庫株の制度を緩め

て、金庫株の導入を図って、金庫株が今、非常に支えになっているわけです。日

本は、金庫株の細則がまだ十分に決まってないんではないでしょうか、10月１日

に解禁だけれども、そのルールを緩めるも、すぼめるも、まだ何も決まってない。 

それから、４月までは売れないから、金庫株を売った場合には、それが課税さ

れるとかも全然決まっていない。金庫株というのは、インサイダーを行いやすい

中で、インサイダーを排除するためのルールも決まっていない。相当細目を決め

るから、細目を緩めたりすることもまた市場対策にもなるのです。 

  日本の会社では、200社ぐらいの会社は、自社株は半値以下だと今、思っている

わけですから、それはそういうことがきちっと決まれば、10月１日から買い出動

に入ることは間違いない。しかし、この金庫株が何となく放置されているんです。

財金分離のせいもあると思うんですが、何となく放置されている。これはもう早

急に、総理もアメリカでこのお話をされることは非常に大事だと思うんで、枠だ

けは決めて行かれた方がいいと思います。 

第２番目は、個人株の出動であって、個人株もいろんな株を見て、これは買い

だとみんな思い始めているわけです。しかし、そのきっかけというのは、やはり

証券税制だと思うんです。証券税制をやれば、１月１日から施行で、これを総理

が帰られてから発表されるか、アメリカでもそういう話をされれば、アナウンス

効果というはものすごく大きいわけです。 

  その中で特にいいのは、住宅資金と同様、550万円までの身内間の贈与特例、こ

れは大きなきっかけでして、みんな450万円の差額も払って1,000万円ぐらい贈与

すると思うんです。そういうものがここでもう決まれば、今、安いときに買いた

いわけです。安いときに買って後で贈与すればいいわけですから、そういう行動

というもののインセンティブになる。だから、早く決めることが大事です。こう

いうのは、すぱっと早くいくという方式を是非お取り願いたいし、主税局も相当

もう決意を固められているようでありますから、私の長年の経験では、財務省が

決めれば政府税調も党税調も、本当は徐々に決まってくるという前例を知ってお

りますので、いよいよタイミングが近づいていると。 

特に、総理がアメリカにいらっしゃる前に、この問題をきちっと決められるこ
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とが非常に大事だと思います。方向だけでも決めて、少ししゃべられるというこ

とは、非常に大事なポイントであると思っています。 

最後に申し上げたいのは、やはり今、本間さんがおっしゃった、この工程表の

後は大掛かりな作業をしないといけないということです。それは、社会福祉問題

であり、トータルで税制を巡る、国と民間との関係の問題であり、それから民で

できることは民でやらせるという、総理の方針に対して、それは全く１ミリも動

いてないわけです。みんな口では言うけれども、結果としてもう返ってくるもの

は、本当にほとんど変わっていないのを、やはり大掛かりに民でできるものは民

に移さないと小さな政府にならないわけです。いまだに私はそう思うんだけれど

も、収入が50兆円しかないのに80兆円の予算を組んで、なおかつ削減だという発

想が間違いで、50兆円の収入があったら50兆円の政府をつくるという、そういう

当たり前の企業経営の原点みたいなところに返ってくるには、大掛かりな作業し

かないわけです。実践に入るともう５センチ動かすだけでも大変な作業だが、嫌

になってしまったらおしまいだから頑張っていますけれども、やはりこれは本当

にこの会議で常に決意を表明していないといけないということで、それでまたア

メリカもそれは一番期待するんです。 

  経済面では、恐らく世界の中の今、一番明るい顔をしているのは日本ですから、

そういう気風もありますけれども、やはり非常に期待しているところですから、

今度の訪米は経済的には激励する立場ですから、そのために体で激励できません

から、こういうことを持っていくという決意を述べられていくということは、非

常に大事だと私は思います。 

以上です。 

（塩川議員） 税制のことで、本当にまとまって、もうどうして発表するかという段

階なんです。もう政府税調は、一本にしてくれと、要するに、申告分離課税を取

ってくれるんだったら、税率や何かは全部任すと、答申は書いたけれども、答申

の上で任すと。今日も、与党との連絡会がありまして、党でまとめておられるの

は困ると言っておいたんですけれども、党の方も５日の日だというけれども、麻

生さんは１日にやろうと言っていますんで、それでとりまとめてくれると思いま

す。だから、総理がアメリカに行って臨時国会では必ず処理すると、それは言っ

てもらっても絶対大丈夫だと思っておるんです。 

中身をもう少し、今、党の方で注文が付いていますけれども、もう大差はあり

ません 

（牛尾議員） 金庫株は、だれがするんですか。 

（塩川議員） 金庫株は、経団連がまとまったらそれでいいんです。 

（牛尾議員） ルールがないです。金庫株の細目が決まらないんです。そういうのを

早急にやって、日本人は警戒深いですから、何も決まらないと10月１日には買わ

ないわけです。活動しないんです。 

（塩川議員） おっしゃるとおり。それと新しい資金を導入しないと、個人投資だけ

待っておってもなかなか進みませんね。 
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（牛尾議員） おっしゃるとおりです。 

（本間議員） 大臣、税制改革の問題は、これは証券税制の当面の問題が勿論あるわ

けですけれども、金融所得全体とか、税の抜本的な見直しというのは、これは21

世紀型にしていくためには、もう一度議論しなければならないと思うんです。 

（塩川議員） それは、石さんが抜本改正を検討するとおっしゃっていて、それを是

非急いで先生も中心になって。 

（本間議員） 総理から政府の税制調査会に諮問を、こういう形で議論してくれとい

うのを、総理に就任されてからまだなさっていらっしゃらないんではないでしょ

うか。大きな方向性で、こういう方向を決めてはどうか。 

（塩川議員） 森内閣のときに出したものはありますね。 

（本間議員）  そうですね。でも、小泉総理になられてから出されておられないんで、

ちょっと諮問を出していただいて、時限を切ってここまで一度言及しろというよ

うな形で加速していただけましたら、ありがたいと思います。 

（塩川議員） そうですね。 

（牛尾議員） あとドル安問題というのは、非常に大事なポイントですから、今やや

円高の方に振り始めていますから、これはやはり財務省の方で思い切った、相当

な金額を投入しないとこの流れは崩れないと思います。 

（塩川議員） もう４回やっているんです。放っておいたら、だっと行きますね。 

（牛尾議員） これは、円高が景気の足を本当に引っ張りますからね。 

（塩川議員） 今でも、17円ちょっと削ったのかな。 

（牛尾議員） 何とか戻しましたね、一時完全に17円でしたから。 

（塩川議員） ちょっと弱いんですけれどもね、なかなか上の雲が重くて、突き抜け

ないんです。その代わり下にも下がらないんですね。 

（牛尾議員） 榊原前財務官は、１回100億円ぐらいを５回ぐらいやらないとだめだと、

額がそのぐらいのレベルだと言っていましたね。 

（竹中議員） 時間が押してまいりましたので、最後に平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） これは書きにくいかもしれませんが、この改革先行プログラムの中で、

不良債権処理の強化と金融の活性化、ここは国民の目はやはり膨大な不良債権を

つくる、そして非常に経営責任という、そういう視点も国民の人たちには随分あ

ると思うんです。ですから、やはりそこのところを経済財政諮問会議で何も出な

かったというと、国民サイドから見ると、どうなっているんだということがあり

ますから、書く書かないは非常に大きな問題だと思いますけれども、やはりその

辺はちょっと留意する必要が、私はあるんではないかと思っています。 

（竹中議員） 貴重な意見をありがとうございました。それでは、本議題について、

経済財政諮問会議として了承いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） それでは、原案のとおり経済財政諮問会議として了承することといた

します。なお、改革工程表については閣議において私から報告することといたし
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ます。また、次回26日の諮問会議においては、構造改革特別要求とともに、今日 

話題になりました医療制度改革等に関して審議を行うことを予定しております。 

本日は、２つの「改革工程表」及び「改革先行プログラム」中間とりまとめに

ついて、諮問会議として了承しましたので、最後に総理大臣からごあいさつをお

願いいたしたいと思います。 

その前にプレスの入場をお願いいたします。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員） それでは、総理お願いいたします。 

（小泉議長） 今日は「改革工程表」のとりまとめと「改革先行プログラム」の中間

とりまとめにつき、皆様方の了承をいただきました。これは、骨太の方針に基づ

いて、具体的な施策と実施の時期を明示したものでありまして、今後更に御議論

をいただきますが、これから臨時国会も開会されます。いかに国民の協力を得な

がら、この改革の柱とも思われる、皆さんで出していただいたこの方針を実施し

ていくかということが大事であります。 

私は、この短期間に精力的に皆さんに御努力をいただいたお陰で、かなり具体

的、大胆な施策が盛り込まれたと、ほとんど今までできっこないと思われたのが

多いんです。言うことはたやすいけれども、実際できっこないよと、そんなこと

やったって抵抗勢力、反対勢力にぶち壊されるよと思っていたものが、たくさん

盛り込まれています。現実に、今まで見てごらんなさい、むしろ皆さんの協力が

あったからこそ、抵抗勢力、反対勢力をぶち壊してきたのがこの経済財政諮問会

議です。 

できっこないと、規制改革にしても民営化にしても、あるいは不良債権処理も

雇用対策も、ほとんど盛り込まれています。この機運を更に盛り上げて、今まで

できっこないと言っていた人たちも、今は抵抗勢力が協力勢力に変わろうとして

います。実際に特殊法人改革においても、だから今後自信を持って、国民の協力

を得ながら、この方針のとおりに実行していきたいと思いますので、今後ともよ

ろしく御指導、御協力をお願いしたいと思います。本当にありがとうございまし

た。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） 以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。会議終了後私の方

から記者会見いたします。通常どおり、議事録の公表までは自らの発言を除き対

外的に明らかにすることのないようお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

（牛尾議員） 26日は開催するのですか。 

（竹中議員） やる予定でおります。 

（牛尾議員） 時間も同じ時間ですね。 

（竹中議員） 今のところそういうことでございます。 

（以 上） 
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