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平成 14 年第２回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 1 月 25 日(金) 18:00～19:08 
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)改革工程表のフォローアップについて 
(2)今後の諮問会議の進め方について 
(3)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 
○平成 14 年度の財務省試算の作成について（塩川議員提出資料） 
○改革工程表の進捗状況 
○経済活性化へ向けた重要課題（平沼議員提出資料） 
○「経済活性化戦略」の検討について（有識者議員提出資料） 
○税制のあり方の検討について（有識者議員提出資料） 
○政策金融のあり方の検討について（有識者議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介とともに、前回答申のあった「構造改
革と経済財政の中期展望」及び「平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」
について、今朝の閣議において決定された旨報告された。 
   
○平成 14 年度の財務省試算の作成について 
（尾辻財務副大臣） 大臣に代わって御説明する。24 日の国会審議における予算委員会

への提出要望を受け、本年度も従来どおり財政の中期展望に類する試算を作成・提出
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する。 
    先般、内閣府からも内閣府試案が公表されたが、両者は試算の前提や手法が異なっ

ており、それぞれの特質に応じて中期的な経済財政運営のあり方の検討の際の一つの
参考として活用できる。試算については、次回の諮問会議において御説明をさせてい
ただく。 

    では、本年度の財務省試算の作成方針について、主計局長から説明させる。御了承
いただければ、作業を行い閣議に報告の上、予算委員会に提出することとしたい。 

（林主計局長） 「塩川議員提出資料」に基づき、これからの作業の内容について御説明
する。まず、「経済指標の前提」については、従来から最新経済計画における記述に
準拠して仮置き。 

    平成 14 年度の試算も、本日閣議決定された「改革と展望」の記述に準拠して仮置
きをする方針。具体的には、「改革と展望」で示された前提を２通り仮置きし、従来
どおり 15 年度から 17 年度までの期間を対象として２つの試算を行う予定。 

    まず、試算１について。「改革と展望」における「構造改革が仮に実行されない場
合、実質経済成長率は 2010 年度までの平均で１/２％程度に止まると見られる」とい
う記述を踏まえ、平成 15 年度以降の実質経済成長率を 0.5 ％と仮置きしたい。消費
者物価上昇率については、「改革と展望」における「デフレは構造改革の実施を通じ
て克服される」との記述を踏まえ、物価がプラスに転じないものと類推したい。した
がって、名目経済成長率は実質と同じく 0.5 ％と仮置きしたい。 

    次に、試算２について。「改革と展望」における「経済・財政構造改革に取り組ん
だ場合、16 年度以降、実質経済成長率で 1.5 ％程度、名目経済成長率で 2.5 ％程度
あるいはそれを上回る成長が実現」という記述を踏まえ、16 年度以降実質経済成長
率 1.5 ％、名目経済成長率 2.5 ％と仮置きしたい。なお、15 年度の成長については、
「14 年度、15 年度の集中調整期間中は、ゼロ近傍の成長を甘受せざるを得ないが、
同期間中には景気が厳しいながらも回復に向けて動き出す」という記述を踏まえ、実
質経済成長率につき、14 年度の見込み０％と、16 年度以降の 1.5 ％の中間値として
0.75％を仮置きする。また、消費者物価上昇率については、15 年度は 0.5 ％、名目
経済成長率を 1.25％と仮置きしたい。 

    次に、算出要領について御説明する。国会での御議論を踏まえ、56 年度以降各省
庁と相談してこのようなやり方で試算し、国会に提出してきた。基本的には平成 14
年度予算政府案の制度・施策を継続した場合、後年度予算の歳出・歳入にどの程度の
影響をもたらすかについて、積み上げ計算をするという方式である。 

    まず、国債費。10 年国債金利を２％と仮置きをした上で、歳出と税収等との差額
はすべて公債金で賄われると仮定して計算する。次に、地方交付税等。地方交付税の
法定率分を名目経済成長率掛ける弾性値を 1.2 とするなどして推計する。一般歳出
については、14 年度予算における制度・施策を前提として、後年度負担推計を用い
て推計する。 

    収入の方の税収については、名目経済成長率に弾性値 1.1 を使い、それに 14 年度
税制改正の影響等を調整する。その他の収入については、原則として名目経済成長率
で伸ばして推計する。 

    概略を以上のように作成していきたい。こうした方法により推計するということで
御了解いただければ、作業を進めて閣議に報告の上、予算委員会に提出したい。 

    その結果については、次回の諮問会議において御説明をさせていただきたい。 
（吉川議員）  内閣府の試算とは前提も目的も違うので、実務上必要ならば、財務省がこ

ういう試算をするのは結構なことだと思う。ただ、今後の議論の推移を見て、混乱が
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あれば、来年以降は一本化などの工夫があってもいいと思う。 
（小泉議長）  丁寧でいい。前提が違うので、国会の審議では両方の議論ができるのだか

ら、何ら問題ない。 
（竹中議員）  それでは、そういうことでお願いしたい。 
 
○「改革工程表の進捗状況」について 
（竹中議員） 昨年９月に策定した「改革工程表」の進捗状況について各省の取り組みを

聴取し、取りまとめたので、事務方から資料に基づき説明させる。小林内閣府審議官。 
（小林内閣府審議官） 昨年９月 26 日に取りまとめてから、本日でちょうど４か月経過

した。まず、私どもが調べたところを申し上げる。 
第１に、あらゆる分野で既に定められたスケジュールに従って、構造改革が実行に

移されている。 
    第２に、本年度から 15 年度にかけて取り組むとされた、約 500 の具体的施策のう

ち、13 年度末までに措置するとされたものがそのうち 450 あり、この 450 項目のう
ち、既に７割は具体的に実施されている。残り３割についても国会への法律案の提出
に向けた準備、あるいは審議会における検討などが進められている。 

    更に、14 年度以降に措置するとされた約 50 項目についても、実施に向けて準備が
行われており、ほぼすべての項目において必要な対応が行われていると評価できる。 

    第３に、今後について。「改革工程表」に基づき、構造改革の進捗状況を定期的に
点検していく。これを踏まえ、特にデフレ克服のため、不良債権処理や民間需要創出・
雇用拡大などを始めとした、各分野の改革を加速していきたい。関係省庁にも引き続
き改革の着実な実施を促していく。 
次に、主立った改革工程表の実施状況例について。例えば、「不良債権処理」は、

昨年 10 月から特別検査を実施中。整理回収機構においては、今年の１月 11 日から時
価による不良債権の買い取りに着手。更に、企業再生のファンドについても、委員会
が今年の１月 11 日に設立され、活動が開始されている。 

    「雇用対策、中小企業対策、セーフティネット」についても、ここに記述している
とおり、さまざまな施策を実施している。例えば、新公共サービス雇用として、３年
間で 100 万人を予定しているが、既に特別交付金の交付決定が行われている。 

    次に「売掛債権担保融資制度」。昨年12 月からスタートしているが、相当な引き合
いがきていると伺っている。 

    更に、科学技術・ベンチャー、ＩＴ、人材教育等々、それぞれ法律を既に成立させ
たもの、あるいは今後法律を準備するもの、予算を付けたもの等々がある。以上です。 

（竹中議員） 予定が大幅に遅れているものはないと考えてよろしいか。 
（小林内閣府審議官） はい。 
（奥田議員）  「改革工程表」では、500 の構造改革の具体的施策が記載されており、13

年度末までに措置する約 450 項目のうち云々ということだが、国会などでは、まだ何
もやっていないではないかと言われている。総理はいろいろなことを答えておられる
が、我々が総理と同じ歩調で外で向かい、何もやっていないと言われたときに、これ
を言えばいいということか。 

（竹中議員） 「改革工程表」の中に、「７公団は先行して民営化等々を決定する」と書
いてあるが、非常にわかりやすい例だと思う。 

（小泉議長） 「貯蓄優遇から投資優遇」にしても、1,000 万円非課税というのは今まで
やったことがないですね。 

（奥田議員）  きちんとまとめて、総理から何かの機会に言っていただいた方が良い。国
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民の感覚から言えば、まだやっていないという疑心暗鬼みたいなところがある。 
（小泉議長）  はるかに具体的にやっている。 
（竹中議員）  そういう意味も兼ねて、今回、進捗状況の取りまとめをやってもらってい

る。 
（本間議員）  工程表が、初めて政治の場で具体的なスケジュールとして取り上げられ、

具体的に項目を挙げて、今の段階の進捗状況を確認する段階まできているのは、革命
的なことだと高く評価している。 

    ただ、目標設定があいまいになっており、もう一段の工夫が必要。その上で、掲げ
た目標のアウトプットやアウトカムを更に鮮明に定義し、今年の達成度合いについて、
将来的には質的な部分の評価をして、今後も一段と改革に進んでいくよう、インセン
ティブづくりも含めて検討する必要がある。そして、総理が国民に成果を示し、次の
目標を示すことで、非常にわかりやすい状況が生まれてくると思う。 

    各国においても、こういう問題は苦労している。各国のニュー・パブリック・マネ
ージメントという一連の新しい行政手法の導入のやり方も含めて、フォロー体制を強
化していくことが必要。 

    目標設定で、重要度の高いもと低いものがある。また民間議員側で重要度の高い項
目をリストアップし、問題提起のあるものなどを次回以降出させていただいて、ここ
で御指示をいただきながら進めていくという形を新年度は取ってみてはどうか。 

（小泉議長） やる方も 450 項目も言えないので、10 項目ぐらいを繰り返しやらなけれ
ばいけない。そうでないと、何もやっていないと何回も言われると、本当に何もやっ
ていないということになる。 

（本間議員）  これから経済活性化や税制改革の問題がある。これまた工程表的なものを
入れて新しい目標を設定することが、小泉構造改革全体のプレイアップ並びに包括性
を国民にきちんと印象づけるために必要である。恐らく８月の概算要求時点で、特定
財源の部分など、税の部分といろいろ関連してくるので、カバレッジの強化も含めて
御検討いただきたい。 

（片山議員） 国民にわかるようなＰＲをどうやるか、その方法を考えたらいい。本当に
改革を進めているのだから。 

（小泉議長） 地方に行くと、地方の景観パトロールを民間がやっている。 
（片山議員） 森林のレンジャーも始まっている。そういうことを言った方がいい。 
（竹中議員） 分かりやすいパンフレットは作ったが、その意味では結果は必ずしも成功

していない。これは反省したい。 
（牛尾議員）  メールマガジンの中に、工程表実行状況の項をつくったらどうか。 
（小泉議長） もう 500 やっているということは、中身を言わなくてもわかりやすい。 
（平沼議員） そのうち７割は、もう実施しているとか。 
（小泉議長） それで、あと 10 ぐらい分かりやすい例を挙げるとか。 
（竹中議員） 御指摘の点を踏まえて、国民生活局でも暮らしの構造改革ハンドブックの

ようなものを考えられないか等議論しており、分かりやすさの面と、500 や７割とい
うものを、是非ＰＲしたい。それと、本間議員から御指摘があったように、質的な評
価みたいなものを民間議員でお願いしたいのと、500 項目と言ってもゴールの高さが
それぞれ違うという御指摘があった。それと概算要求の前後を目途に、新しい工程表
の準備を是非とも進めたい。 

    次のテーマに移りたい。平沼大臣から資料について問題提起を。 
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○「今後の諮問会議の進め方」について 
（平沼議員） 「経済活性化へ向けた重要課題」について。まず、基本的な前提となる考

え方を申し上げたい。我が国は石油、食料などを輸入に頼らなければならない貿易構
造。ソフトウェア産業等を含めて、輸出産業の国際競争力を維持することができるか
否かが、国家の根幹に関わる問題。最近の貿易収支の黒字幅減少は危険な兆候。この
ため、我が国経済社会の中心に技術を据え、ここにいかに経営資源を集中していくか
がポイント。また、国際競争力は国家の総合力とも言え、経済の側面のみならず、教
育あるいは国民の資質も含めて総合力をつけるため、世界中がしのぎを削っている。
我が国は人的資源に恵まれている国であり、そこにも力点を置かなければいけない。
総合力をつけるためには、税制だけではなくて、創造性の発揮に向けていかに教育の
在り方を変えていくか、医療あるいは農業の在り方を根底から変え得るバイオテクノ
ロジーの産業化に向けて、どういった制度改革を進めていくか、総合的な視点で取り
組んでいく必要がある。 

    勿論我が国の潜在能力を掘り起こして、成長産業を育成していくことは非常に重要
で、サービス産業は、国際競争力の維持とは必ずしも直結しないが、総合力から考え、
雇用確保などの視点から議論を進めていくと整理しやすい。 
以上のような前提に立って、技術開発、知的財産、教育・人材、新規事業、企業・

産業組織再編、対内直接投資、新たな市場の掘り起こし、ＦＴＡを含む対外経済戦略
の８項目に整理した。２番目の紙は、基本的な考え方を図にまとめたもの。 

（吉川議員） 「『経済活性化戦略』の検討について」。我々の問題意識は、平沼大臣がお
っしゃったことと、ほとんど重なる。現在パニックを起こす必要はないが、日本の産
業競争力、あるいは日本経済活性化について危機感を持つべきで、しかるべき政策を
国としても着実に進めていくべき。    
資料には大きな３つの丸でまとめてある。１つは「今後の成長産業の育成・発展」

を考える。従来は、鉄鋼産業、非鉄金属、輸送機械という形で、つくっているものの
物理的な形で産業というのを定義してきた。それはそれで大切だが、今後は生活者の
ニーズから、いわば横ぐしを入れて産業を考える必要がある。例として文化とか教育
とか高齢化、環境といったものを挙げている。例えば、高齢化というのはシルバー産
業とか、環境、グリーン産業というと、従来の産業では、ほとんどの産業が入る。こ
うした形で産業の競争力を考えることは将来的には国際競争力にもつながる。高齢化
とか環境というのは日本だけではなくて、世界的にニーズが高まるからだ。 

    ２番目は「経済活性化の基盤整備」を進めるべきということで、具体的なポイント
については省略する。これは、知的財産権の保護、あるいはＦＴＡなど国内だけでは
なく、国際的な問題にも大いに関わるということがポイント。 

    最後に、これも国際的ということで「世界に開き、世界に貢献する日本経済」とい
うことが挙げてある。海外からの投資というのが非常に重要で、これは雇用創出とい
う意味でも大変重要なポイント。また、人材流入を促進する環境ということも非常に
必要。我々大学で暮らしている者にとっても、外国からの訪問者の生活環境というの
が非常に問題で、外国人が日本に来て病気になったときに、病院に行けるのか、子ど
もを連れてきたときに子どもの学校はどうなのか、外国の人が暮らす生活環境で、日
本はまだまだ国際化が遅れている。そうしたことも含め、開かれた日本、美しい日本
というのをつくることが大切。 

（本間議員） 「税制のあり方の検討について」簡単に説明させていただく。 税制改革の
議論を諮問会議も関与する形でスタートするに当たって、やはり過去の総点検と未来
への展望という両面から、税制全体を検証しながら方向性を出すということが非常に
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重要。現行税制は、どちらかと言うと、シャウプ勧告の理念を基本に置きながらも、
日本経済に適合する形で理念と乖離してきた。その中で、租税特別措置、あるいはさ
まざまな形での控除制度というものが複雑に入り込み、政策目標の効果という観点か
らもいろいろ再検討するべき税制の「垢」がたまっている。ここを、きちんと総括し
ないと、将来への財政需要の増大に対する、税制的な対応ということも国民から理解
が得られない危険性がある。是非過去の総点検をしてから、今後のあるべき税制の姿、
形まで含めて議論をしてはどうか。 将来の部分は、「経済活性化」「国民負担」「経済
の構造変化」「国民生活の変化」「地方分権」という形でテーマを設定。 

    経済活性化は構造改革のメインテーマで、これに対して税というものがいかに対応
するかということ。これは活性化のプログラムと併せ、平沼大臣、吉川議員から話が
あったが、改めて税とインセンティブの問題について、不必要なものを切って、かつ
もし時代に必要であれば活性化に対してどのように方向性を合わせるかということ
をやる必要がある。 

    ２番目は「国民負担」。当然今の財政状況及び将来の財政負担の増という観点から、
国民に対して苦い部分のところも御理解をいただかなければならない。１つは受益と
負担の総点検。これは、特定財源の問題も含めてどう考えるか。更には、持続可能で、
かつ頑健な社会保障制度の構築というものが、国民の生活設計にとって不可欠な要素
であるということを考えると、これに対する国民負担の中身とレベルを意識して検討
しなければならない。国民負担率という概念もこの中で検討をする必要がある。更に
は、課税ベースの問題。いろいろな特例措置等が、税の空洞化という問題が国民の公
平さと公正さという観点での問題と同時に、非常にひずみのある形で国民負担のバイ
アスを持たせている。聖域なく課税ベースの在り方を再検討していく必要がある。 

    「経済の構造変化」について、先ほどのお話にもあったとおり、グローバル化、Ｉ
Ｔ化、循環型社会の構築という状況の中で、例えば特定財源の問題と循環型社会の構
築がどうあるべきかという論点も出てくる。諸外国が投資をしたい国、魅力ある日本
経済基盤の条件整備という観点で、どのような対応が必要かということも当然議論の
詰めを求められる点。経済のストック化、あるいはこれまで貯蓄優遇的な税制という
ものを投資融合型に変更するということも念頭に置く必要がある。 

    「国民生活の変化」の点では、社会保障費の高騰もあり、世代間の不公平が非常に
大きな国民の不満を生んでいる状況を考え、これまでの垂直的な公平論だけでいける
かどうかという問題。世代間の公平という問題に税がどう対応するか。社会保険料と
の組み合わせ方を今後考えるかということも当然議論されなければならない。これま
では標準家庭、夫婦と２人の子どもという形で構成されている。価値観の多様化、ラ
イフスタイルの多様化等も含めて家族の在り方や女性の問題に税をもう一度時代に
合わせながら検討することも重要な部分。 

    最後に、政治的には極めて重要な問題だが、国と地方の役割分担と税の配分の問題。
これは、交付税の問題等とも密接に関係してくる問題だが、従来、なかなか表舞台に
登場してこなかった。マクロ的な観点からある種の方向性の議論が必要。 
引き続き「政策金融のあり方の検討について」簡単に。 

    政策金融の在り方の問題は、諮問会議で検討をするが、基本的には民業補完、政策
コスト最小化、機関・業務の統合合理化の原則の下で、抜本的に公的金融を再検討す
るということ。その一方で金融システムが若干民間の部門で問題がある現下の状況を
考慮しながら、移行において政策金融の活用の在り方についても配意することが基本
的に求められる。したがって、経済社会構造を踏まえた民間金融と公的金融の関係を
原理・原則に立ち返り、きちんと整理する。また公的金融がどういう効果をもたらし、
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一般会計も含めてコストをどのような形で、支えているのかという分析。そして、公
的金融という組織的対応なのか、ほかの手段、例えば民間の金融機関を使いながら、
補助金というような形でやった方がいいかどうかという多様な選択肢があり、そのよ
うな選択肢との比較優位の関係も議論していく必要がある。 

    先ほども申し上げたが、現下の金融情勢で、必ずしも民間が十全に機能していない
状況を考え、その移行期、暫定的な期間における公的な金融の役割もまた十分に配慮
していくということも、その中に入れ込むということ。 

    更には、公的金融は、非常に国民から親しまれ、使いやすいという利点があり、民
間側がそれに今後対応していくということが本筋だが、借り手側から見た公的金融の
役割、ニーズという観点できちんと位置づけていくことも必要だ。 

    そのような５つの検討を踏まえ、政策金融８機関の今後のあり方についての結論を、
国民にわかりやすく中身を示しながら、総理の決断の下で実行していくというプロセ
スを踏むことが必要。 

（竹中議員） 残った時間で、今、出された問題について、御自由に御議論をいただきた
い。 

（速水議員）  経済活性化の観点から税制改革を考えると、やはり実績を上げたサッチャ
ー、レーガン税制が参考になると思う。この両者の共通点は３点あって、１つは税率
の引き下げと累進性の緩和。２つ目は、各種控除の見直しなどで課税ベースを拡大し
ていったこと。３つ目は、税制を簡素化して、特例措置の整理を行ったこと。 

    これらの税制改革の効果については、色々な意見があるが、私見では、労働意欲を
増大させたこと、企業活動の活性化をもたらしたこと、税収増加に寄与したことの３
点が挙げられると思う。 

    いずれにしても、日本の税制改革を考える上では、サッチャー、レーガン税制を始
めとして、税制改革とマクロ経済との関係についての評価が出発点になるべき。その
ような議論に資する分析が、この場で示されていくことが期待される。 

    公的金融について簡単に言わせていただくと、１つは、90 年代以降、公的金融の
ウェートは、住宅向け、大企業向けを中心に高まっており、今や企業と家計の借入れ
全体の約２割が政府系金融機関からのものとなっている。民間金融機関が一生懸命い
い貸出先を探しているときに、政府系金融機関がこれだけ有利な条件で貸しているこ
とは、やはりおかしい。公的金融のマイナスの影響としてあり得ることは、民間金融
機関においてリスクに見合った金利設定が困難になること、また、貸し出し先の競合
によって、民業を圧迫してしまうこと、更に、資本市場が発達していかないこと。 

    それでは公的金融をどのように使っていくかということだが、アメリカのケースに
も見られるように、融資業務は極力民間に移し、リファイナンスとか債務保証といっ
たようなことに重点を置くことができればと考えている。政策的に対応が必要な場合
には、税制、利子補給のような別途の手段もあり得る。 

    公的金融の見直しを長い目で見ると、やはり経済の活性化に寄与していくのだと思
う。金利設定が適正化し、銀行の貸し出しインセンティブが高まっていく効果が期待
できる。 

    公的金融が、金融システム、またマクロ経済に与えてきた影響を分析・評価するこ
とが議論の出発点になると考えている。 

（奥田議員）  公的金融の問題は中長期的に落ち着いて考えるべき問題と認識。しかし、
最近の状況を聞くと、マイカルの破綻、狂牛病、それから多発テロなどの関係で、非
常に中小企業の苦しい状態が続いており、そのため政府系の金融３機関に相当流れ込
んでおり、受け皿になっている。これがなければ、本当に中小企業の倒産が非常に多
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くなって、失業にも、社会不安にもつながる。勿論、中長期的には見直しを考える必
要はあるが、当面はいわゆるこの３機関について手を付けるというか、そういうこと
を考えない方がいいのではないか。 

    また、中小金融機関がどれだけ苦労して中小企業に金を貸しているのか、実際に現
場がどういう状態になっているのかということを聞いてみる必要があるのではない
かと思う。 

（片山議員）  ３点ある。１つは税制。国税は、能力に応じ払ってもらう。地方税は、受
益に応じて払う。地方税は、国より受益と負担の関係が直接的ということから、負担
は広く薄くなければいけない。ところが、税の空洞化で、住民税は４分の１近くは払
っていないし、法人事業税は、３分の２が払っていない。これは応益原則から言うと、
やはり問題がある。国税もそうだが、特に地方税は広く薄くということの徹底を図ら
なければならないので、御一考を是非お願いしたい。 

    ２つ目に政策金融。政策金融をある程度整理し縮小することはあり得ると思うが、
その場合、民間が全部代替できるのか、できないとすればどのような公的サポートを
民間金融機関に行うのかということを併せて考えなければならないと思う。 

    ３つ目。複数の都道府県が、ワークシェアリングをやり出した。例えば、超勤は正
規の職員にはやらせず、その超過勤務の予算を新たな雇用に振り向けるとか。または、
週３日勤務職員を組み合わせるとか。それを制度的にも保証してやる必要がある。現
在、地方はパートタイマーをほとんど認めていないが、パートタイマーを福祉などい
ろんな分野に入れることも考えればいいと思う。それは、これまでの公務員の考え方
を変えないといけないが、そこまで踏み込んだワークシェアリングを進めるかどうか
を大いに御議論賜りたい。 

（平沼議員）  公的金融に関して、民にできることは民でという基本原則はわかっている。
将来的な方向は理解できるが、今の段階では、貸し渋りどころではなく、貸し剥がし。
中小企業は、本当に悲鳴を上げており、頼るところはもう公的金融機関しかないとい
う現状がある。 

    中小企業庁が毎月実施しているいわゆる貸し出し状況というデータによると、平成
10 年の貸し剥がしが起こったときに、非常に貸し出しが厳しくなったというのが
35％。その後、我々が一生懸命努力をして、一昨年の秋のデータでは 19.4％まで下
がってきたが、また厳しい状況になってきて、現在 24％。景気が非常に厳しい現状
を考えると、政策金融機関の果たす役割は大変大きい。その辺は慎重に考えるべき。 

    また、将来の中小企業金融分野で、民間金融機関がどんな役割を果たすのか、その
在り方とか見通しが成り立たないと大きな混乱を起こすと思う。 

    政策金融の分野は多岐にわたっており、一括して議論をすべきではなくて、各分野
ごとに実態に則して精緻な議論を行う必要がある。 

（塩川議員）  税制について、空洞化問題をどうするかとか、特定財源問題をどう扱うか
とか、あるいは地方と国の税制の問題をどのように配分するかとか、そういった問題
があるが、諮問会議では基本問題をやっていただき、政府税調の方ではちょっと踏み
込んだ具体的な問題をテーマにして取り上げてもらってはどうか。 

    政府税調には、諮問会議とのすり合わせの上で考えていただくようにお願いしてお
り、諮問会議は哲学的あるいは方向づけをきちっとするような問題をやっていただい
て、政府税調の方は、４月以降に具体的な、例えば空洞化問題、特定財源、地方税の
問題の議論を行い、５月、６月頃に諮問会議の哲学の方との具体的なすり合わせの会
議を持ってもらうと一つの方向が出てくると思う。このような役割分担を提案したい。 

    政策金融については、平沼議員をはじめ各議員から指摘されたように、政府系金融
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機関はしばらくの間、一般金融機関が金融機能を取り返すまでの間は、その役割を増
やさなければならない。しかし、いつまでも政府系金融機関に任せておいて、中小企
業金融を行うのはよくないので、１つのスケジュール、例えば５年間は現行の状態で
やって、その５年で段階的に特化していくような方法をスケジュールの中に入れてい
くとか、そのようなことを示しながら維持することが必要と思う。 

    同時に、本間議員が説明された「経済社会構造変化」は、金融機関のあり方の変化
が大きいので、それに合わせた話にしなければならない。また、民間金融機関のテリ
トリーを広げることはどうか。例えば、ファイナンスとリース。さらに消費者金融な
ど。現在、国民が頼っているのは、銀行より消費者金融。これを金融機関として健全
に育てる方法も考えていかなければならない。そのような問題も含めて、経済社会構
造変化ということを考えていただいたらと思う。 

    有識者議員資料の下から３番目の「現下の金融経済環境における公的金融の役割」
というのは暫定的な問題。公的金融機関の将来のあるべき姿を出し、実施のスケジュ
ールを示した方が安心する。スケジュールを示さないと社会不安につながる。例えば、
５年間で金融機関の体質を変え、将来は民営化というような方向を示す方が安心する
と思う。また、貸し剥がしの現状などは気を付けなければいけない。 

    奥田議員から指摘された現場の意見については今度聞いてみたい。 
（竹中議員） 短時間に貴重な意見をお出しいただきましてありがとうございます。前回

の会議では、もう一度このようなフリートーキングをやるということだったと思いま
すので、本日の議論の論点を整理して議論を深めていただく。従って、次回はデフレ
問題を議論した後、今日の議論を続けさせていただきたい。 

    総理お願いします。 
（小泉議長）  政府系金融機関の見直し問題では、確かに現状は民間がやらないから、政

府系金融機関が補完しようということで、民間分野へも食い込んできてきた。今のよ
うな民間では活性化しない。もたれ合い、護送船団、現状がこうだからやらないとな
ると、ますます悪循環に陥る。 

    小泉内閣になってからの政策のあり方というのは、中長期的に何が望ましいか、そ
の望ましいことを目標にし、現在どうすればいいかという手法を我々は取っている。
宅配業者と金融機関を比較してみると、宅配業者は運輸省や郵政省がやらないことを
全部やっている。宅急便も郵便局がやらないことを全部先にやっていた。夜間配達も
冷凍食品もそうです。公的、政府、役所がやらないことを全部やっていって、採算が
取れるようになって、何十社も参加してきたんです。 

    それに比べると、民間金融機関、これは民間機関がやらないから政府系金融機関が
やっている。全く逆。競争がないから、お互いいろんな規制で守られて、一番弱いと
ころに合わせるから給料も高くなる、福祉施設も高くなる。この逆をよく見習ってく
れ。民間金融機関も競争を促して、サービス競争し、そのことによって政府がやるこ
とは減っていくし、収益を上げるような体制をつくってくれれば、更に民間は健全化
する。これが大事で、現状がこうだからというのは展望がない。だから、中長期的に
望ましい姿を考えて、今どうすべきかということを考えてもらいたいと思う。 

（塩川議員）  そのためにもスケジュールを早く示すべき。 
（吉川議員）  我々の資料にも「移行工程を明確にする」と書いてあります。 
（小泉議長）  今は見直してはいけない、一指も触れてはいけないとなったら、改革はで

きない。 
（平沼議員）  今、総理が言われたように、銀行も本当にそういう意識を持ってもらわな

ければ困る。30 兆円の特別保証制度を作った時、銀行は中小企業に無担保で借りら
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れるからといって借りさせて、全部引き上げてしまうことまでやった。 
（小泉議長）  公的金融機関が貸せば我々は貸すとか、リスクを取らない。そこが、民間

の金融機関以外のたくましい中小企業、ほかの経済の面と違う。そこを、事あるたび
に言っている。 

（塩川議員）  今、銀行は支店長クラスをものすごく変えている。過去の因縁をみんな切
っている。これはきついですよ。 

（小泉議長）  税制改革については、今のところあるべき税制改革をやるということで、
消費税も所得税も法人税も地方税も、もう予断なく議論してもらいたい。あと４、５
か月経つと方向は見えます。15 年度予算を編成する段階でははっきりしたことを言
わなければならないが、現時点でその必要はない。 

（塩川議員）  具体的なことはなく、方向だ。 
（小泉議長）  具体的なことを言わざるを得ない時期が来る。そして予算審議中でも、具

体的な議論は政府税調でも諮問会議でもやっていいと思う。議論は、妨げることをし
ない方がいい。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 
 

（以 上） 
 


