
平成 14 年第５回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第５回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 2 月 27  日(水) 17:30～19:25 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)経済の活性化戦略について 

(2)改革工程表の進捗状況について 

(3)デフレ対応策について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○経済活性化－更なる構造改革に向けて－（有識者議員提出資料） 

○これだけ進んだ！構造改革：見えてきた小泉構造改革の成果 

○改革工程表の進捗状況について（有識者議員提出資料） 

○早急に取り組むべきデフレ対応策 

○デフレ対策について（有識者議員提出資料） 

○漁港漁場整備長期計画について（武部農林水産大臣提出資料） 
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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、本年第５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、お集まりいただきまして誠に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、まず、本日の議事でございますが、大きく３点ございます。 

第１は「経済の活性化戦略」。 

第２は「改革工程表の進捗状況」。 

第３は「デフレ対応策」であります。 

「デフレ対応策」の議題に関連しまして、柳澤大臣に臨時議員として御出席い

ただくことになっております。 

なお、委員会の関係で塩川大臣と柳澤大臣は、６時過ぎぐらいに御到着になる

というふうに聞いております。 


今日は、トータルの時間は90分でございます。 


議事録の扱いについては、従来どおりとさせていただきます。 


○経済の活性化戦略について 

（竹中議員） それでは「経済の活性化戦略について」の議題の議論を始めたいと思

います。 

まず、有識者議員より、資料に基づいて説明をお願いすることになっておりま

す。 

（吉川議員） それでは、私から説明させていただきます。 

お手元にある「経済活性化」というペーパーをごらんください。「－更なる構

造改革に向けて－」という副題が付いております。 

この「経済活性化」というテーマは、現在の日本経済、政策運営にとって、あ

る意味で も大切なポイントだと考えております。 

結論から言いますと、昨年閣議決定された「骨太の方針」どおりに構造改革を

進めていただきたいということであります。 

その結果として、お手元の紙の３行目にありますとおり、「重要なことは、経

済を活性化し、持続的な経済成長を実現すること」だということであります。 

この民間の需要主導の持続的な経済成長を生み出すということが、経済政策の

ゴール、目標だと。そのために、経済の活性化をしていくということであります。 

お手元のペーパーでは、まず、基本的認識とありますが、時間の制約で一々読

み上げません。要は経済成長や付加価値の源泉は人である、技術である。ここが

非常に重要なところで、これは、私は多くの識者がよく認識しているところだと

思いますが、それを具体的な施策に生かしていくことが大切なことだと考えてお

ります。 

  ４番目にあります「世界の中で誇れる文化・歴史、美しい自然」ということも、
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こういう言葉で言いますと、常識論的に思えるんですが、やはりこれは一国が経

済的に繁栄してくためにも非常に重要なポイントだと思います。世界の人たちが

喜んで日本に来るということは、それはそれ自体として非常にすばらしいことで

しょうが、経済にとっても非常に重要なことだと考えます。 

要するに技術が大切なわけですが、新しい技術が日本初でも次々に生まれてお

ります。そうした技術を人々が本当に必要としている、島田先生がおっしゃるウ

ォンツ、潜在的な需要ということですが、そうしたものに結び付けて、民間需要

主導の持続的な経済成長に結び付けるということが基本的認識として述べられて

おります。 

２番目のところは、そうした経済活性化によって、日本の社会がどのように姿

を変えるのか。 

これは、人々の関心が高いところだと思います。政府によりさまざまな施策が

行われている。また、民間企業によって、すばらしいものが次々につくられてい

るわけですけれども、それが我々の生活をどのように変えてくれるのか。なお、

一層広報活動と言いますか、構造改革によって、社会がどのように変わるのかと

いうことをもっと世の中に訴える必要があるのではないか。こうしたことを２番

目で書いております。 

３番目は、そのための原則ということで、例えば、民間でできることは民間で、

というところからはじめ幾つかの原則を述べております。これは、既にこの会議

でも、あるいは政府の中でも何回も議論されていることですから、あえてここで

は繰り返しません。このペーパーに書いてあるとおりであります。 

更に「４．検討課題（例）」としては、今後の成長産業を育成する。 

あるいは、活性化の基盤整備。 

さらに、国際経済の中での日本経済ということが書いてあります。 

個々の点に関連して一言コメントします。例えばＦＴＡ、知的財産権というよ

うなことが書いてあります。あるいは先ほど、人が大切だということを申し上げ

ましたが。政府の中にはそれぞれの役割を担う省庁があるわけですが、こうした

事はいずれも、省庁横断的にやらないとうまくいかない。 

この点は、是非とも総理にリーダーシップを発揮していただいて、内閣府、諮

問会議でコーディネーションをやっていく必要があるのではないかと考えます。 

活性化は非常に大切だ。これが、経済政策のある意味ではゴールだと申し上げ

たわけですが、足元の日本経済を見ますと、200 0年の10 月から循環的には景気後

退期、下り坂になってきております。現在で、15～16か月続いているわけですが、

私は今年中に底打ちをする可能性が出てきたと思います。循環・サイクルという

ことからすれば、経済は2002 年中に底打ちをする可能性、言わばその胎動が聞こ

えてきているのではないかと考えますが、それを足元での危機、これは絶対に起

こさないという条件の下で、いかに持続的な経済成長につなげていくかという事

が課題だと考えます。 

  その意味でも、是非とも経済活性化ということを経済政策の柱のひとつとして、
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政府として迅速に対応していただけたらと思います。 


私からは、以上です。 


（竹中議員） ありがとうございます。循環的には今年のかなり早い時期に底打ちす

るという見方がかなり強いというふうに思うんでありますけれども、そういう機

会を生かして、まさに本格的な持続的な成長、活性化への道を探るということだ

と思います。どうぞ、御発言をお願いいたします。 

牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 今、吉川議員からお話しになったとおりでありますが、逆にわかりや

すく言えば、民業の経済をどう拡大するかということが重要であり、活性化のあ

る面としての一番わかりやすいところで、従来よりもサービス化、情報化で民業

は拡大することは間違いない。 

それプラス、色々な規制撤廃や、従来、官がやっていたことを民に開くことに

よって民業を拡大するということになる。 

更に、日本の経済の民業の拡大がＦＴＡ、グローバリゼーションによって、グ

ローバルに広がってくる。日本の民業が拡大すれば、日本以外の国でも恩恵を受

け、それが大きな利潤になって日本に返ってくるわけですから、そういう３つの

側面でいかにして民間の経済の活躍分野を広くするかということが非常に大事で、

そのためには、雇用の数が拡大しないといけない。 

日本は、やはりそういう意味では、長期的にやや人口が減少するために雇用の

拡大のテンポが遅くて、労働化率はまだ５％ほど弱いものですから、高齢者と女

性が前よりもよく働くことによって、まだ雇用は500万人ぐらいまで拡大する余地

が十分あるということを、この５～６年間に考えたらどうかと思っています。 

（竹中議員） 平沼大臣。 

（平沼議員） 景気の動向で、2002年に底を打って、それから上向いていってという

見方がひとつあると思うんですけれども、今の状況というものを真剣に見てみる

と、なかなか厳しい局面があります。 

特に基本認識を申し上げますと、少子高齢化の進展の中で、何にもしないで経

済活性化をしないと、私は日本経済というのは確実に縮小に向かうと思っていま

す。 

先ほど吉川議員も指摘されましたけれども、人材だとか、情報、マネー、こう

いったものを我が国に引き付けるようにしないと、非常に魅力が低下しています

ので、そういうものを引き付ける政策というものを打っていかないといけないと

思います。 

今のこういう基本認識では、これは吉川議員が強く指摘されましたけれども、

非常に人材の競争力が低下していて、それが科学技術の分野にも及んできている。

例えば、科学技術などでは、中国だとかアメリカに比べれば、理工系に進む学

生の絶対数というのは非常に少ない。 

また、皆さん方御承知だと思うんですけれども、例えば数学の世界で、高校生

を対象にテストを行うと、１位が中国であり、日本というのは８番目ぐらいなん
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です。全体的に競争力が低下していますから、そういうことでいかに人材をレベ

ルアップしていくかということをやらないと、中長期的に見ると非常に縮小に向

かっていくと思います。 

今言った基本認識の中で、やらなければいけないことというのは、世界 先端

の製造業の競争力をいかに保つか。日本は、やはり貿易収支というものをきちっ

と確保しておかなければ、これは国のひとつの源泉だと思うんです。このことを

基本に据えるということ。 

２点目は、これも御指摘になられましたけれども、ＦＴＡなんかの考えの中で、

国際市場への積極的な展開。そういうことで所得収支を確保しなければいけない。

それから、1,400兆円もあるわけですから、国内の投資環境を整備して、国内の

市場を活性化しなければいけないと思います。 

大分民間の議員の方々の提言と重複しますけれども、私は５つ大事なことがあ

ります。多くは申しませんけれども、１番目は次世代の技術で新市場を切り開く。

これは物づくりの日本として絶対にやらなければならないことです。 

これは、重複になりますけれども、人材の競争力というものを一から立て直さ

なければならないと思っております。 

３番目は、日本が置かれている地理学的な、地政学的なあれで、東アジア圏全

体を市場としてとらえて、やはり戦略のある対外経済戦略。これを強化すること

によって、我が国の魅力を増して競争力を付けるということが必要だと思います。

４番目として、これは先ほどのと重なりますけれども、国内需要の活性化のた

めに新たな市場の掘り起こしを行わなければならない。それは御指摘のとおりで

す。 

これは言うまでもございませんけれども、５番目は企業の選択と集中の促進を

して、経営改革というものを促す。こういうことを私はやっていかなければいけ

ないと思います。大分民間議員の方々と重複していますけれども、この５点が私

は大切だと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 書かれていることは、私も大体同じ意見で賛成でございますが、どう

も総論的、マクロ的でございまして、やはり各論というのか、もう少し何か要る

のではなかろうかという気がします。 

例えば、地域経済対策や地域雇用対策の観点。これは、鳥瞰的というか、空を

飛んでいる鳥のような視野や観点の取り組みです。虫瞰的で、虫がはうような、

それを組み合わせないと本当に実効のあるものになるかどうか。もともと考え方

を書いているからということかもしれませんけれども、私はそういう観点も是非

加味していただくことがより実効性あるものになると思います。 

国が１つあるのではなくて、地域がある、そのすべての上に国があるわけです

から、私はその辺の観点をお願いしたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。官房長官、財務大臣がお見えでございますけ

れども、今、民間議員がつくってくださいました「地域活性化－更なる構造改革
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に向けて－」というペーパーに基づいて議論をしている 中でございます。 

民間議員の方にお願いなんですけれども、今の両大臣の発言も踏まえまして、

ここの中にある検討課題のところをもう少し御説明いただく方がいいかと思うん

ですが、簡単に吉川先生か、本間先生か、１～２分で追加していただけるとあり

がたいんですが。 

（吉川議員） ４番目のところですね。 

（竹中議員） はい。 

（吉川議員） これは、後で工程表との関係とも随分重なるかと思うんですが、規制

改革とか、例えば大学の在り方、知的財産権、これについても細かい施策を言い

出せば切りがない。 

（竹中議員） わかりました。では、検討課題として本間議員ですか。 

（本間議員） 経済の活性化の問題は、私は４つぐらいの次元で切るのがいいんだろ

うという具合に思っております。 

１つは、各企業、各産業、各地域というものが、それぞれ自己の比較優位な部

分を確立し、過去の伝統や歴史・文化の背景の中で、強いところをどのように構

築をしていくかというミクロの活性化の問題であります。 

これは、片山総務大臣が御指摘のとおり、地域それぞれがいかに経済活性化を

していくかということです。 

大きく経済環境条件が変わっているときに、従来のままでは取り残されていく

ということは明らかでありますので、この辺のところを自律的な形でどのように

活性化をしていくか、これが第１点だろうと思います。 

第２の次元の問題。これは、日本経済が非常に製造業中心からサービス化をし

て、ヒト・モノ・カネの関連の流れが大きく変わっていくときに、強い部分を更

に強化しながら、伸びていく分野にどのように資源を誘導するのかという問題で

す。 

これは、１つは起業の問題もございますし、その裏側では、失業や倒産という

問題が生じてまいります。 

こういう面で、必ずしも流動性がある社会状況にふさわしくない、あるいは変

化をしていくにはふさわしくない規制というものがある。ここをどういう具合に

流動化、あるいは生産性の高い分野に誘導できる環境条件の整備ということも含

めて、これを早くやっていかなければならないと思います。 

しかし、この問題は非常にアンビバレントな部分がございまして、明るい部分

と、暗い部分が重なってまいります。 

私は小泉経済政策が、世の中から少し誤解を招いている部分というのは、この

部分だろうと思います。明るい部分が見えてこないで痛みが生じるというような

形で、あるいは構造調整を迫られる部分のところに対して、結果として規制緩和

を進めると痛みが増すというようなジレンマがところどころ出てまいります。政

策金融という民の活力に委ねるべき分野も、過渡期の措置として、これに対して

棹差すような状況ということも出てまいります。 
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この辺のところの切り分けをどういう具合にメッセージ性を高めて構造改革の

明るい面に戻していくかということが、第２番目に非常に重要ポイントではない

かという感想を持っております。 

第３番目の次元。これは、国際的な分業体制というものをどういう具合につく

り変えていくかという問題。特に、中国との関係をどのように再構築をしていく

かということが非常に重要な問題であり、国際的比較優位が確立されるためには、

中国と同じ土俵の中では非常に肉弾戦、コストカッター的な形での競争を強いら

れるということから考えますと、いかに中国とは違う形、あるいは補完的な形で

の水平分業というものをどのように構築できるかどうかということを戦略的に考

えていかなければならないだろうと思います。 

これは、平沼経済産業大臣が御指摘の問題にも関わってくるわけでありますが、

この点で言えば、現在規制の中で公共性という形で領域を形成しているところに、

民による活力というものをどのように入れ込んでいくかということがサービス化

との関連においても非常に重要なポイントになってまいります。 

例えば、厚生労働省関係の部分のところは、潜在的に極めて大きなマーケット

を抱えているにもかかわらず、社会保険の領域の中に閉じ込めるということが国

民のニーズというものをきちんと把握できない状況、あるいは体制的にも供給で

きない状況というものをつくっている。ここの部分に対してより積極的な規制緩

和、市場整備ということも今後進めていく必要性があるのだろうと思います。 

第４番目は、これは吉川議員及び平沼経済産業大臣から御指摘のとおり、フロ

ンティアをどういう具合に拡大をしていくかという面で、我が国の科学技術にお

ける能力の高まり、これをどういう形で国家戦略としても位置づけていくかとい

うことなんだろうと思います。 

この点では、知の活性化ということが極めて重要でありまして、知の活性化が

できない大きな要因は、小学校から大学に至るまで、世の中と切り離された孤立

系の中で、これまで高度成長期の受益という観点だけで研究、教育機関が位置づ

けられ、まさに生き生きとした経済社会の活気というものが教育の現場、あるい

は研究の現場に下りてこなかったというところが非常に重要なポイントだろうと

思います。 

科学技術に対する積極的な国家戦略としての位置づけと同時に、内在的な問題

に対して大学から小学校に至るまでの教育の再構成ということが、恐らくこの面

では大きな社会的な要請になってくるのではないかという気がいたします。 

４つの次元があって初めて、経済活力の問題というのは、何が問題であり、ど

のように戦術が組まれるかということがはっきりしていくのではないかという感

想を持っております。 

活性化の戦略についての補足的な意見としては、以上でございます。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私ども会社でグローバルに仕事をやっているわけですが、この中で「３．

経済活性化への取り組みの原則」。この中の「グローバリゼーションの中で開か
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れたシステムでなければ、社会は活性化しない」。これが私どもの経験からいく

と非常に大事な話なので、活性化させようとすれば、結局、日本の国内だけのこ

とを考えていてはどうにもならぬので、やはりグローバルにオープンになったシ

ステムでなければいけないということを痛切に感じております。 

  そういった意味で「４．検討課題（例）」との関連をこの辺で申し上げますと、

「経済活性化の基盤整備」の中の３つ目、「研究・技術開発、人材・教育の活性

化」とか、あるいは「高コスト構造の是正、ＩＴ革命の推進」、「知的財産権の

保護」、「ＦＴＡ」。 

次の項目の２番目にあります「海外からの投資と人材流入を促進する環境」。

こういうところに相当力点を置いてやっていかないと日本は孤立した閉鎖的な経

済システムになってしまうということで、是非こういうことについて、「４．検

討課題（例）」に挙がっておりますが、ここらを究明したいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（吉川議員） 今、奥田議員がおっしゃったことは、我々は非常に身近に感じていま

す。大学におりますと、外国の人に来てもらいたいということがよくあるわけで

す。そのときになかなか来てもらえない色々な理由がありますけれども、それは

大学だけで片がつかないものが随分ある。 

住宅の問題から始まって、例えば町中の標識がどれぐらい英語かというような

レベルまであると思います。病気になったときに英語が通じるお医者さんがどれ

ぐらいいるのか。そのための広告が十分なされているのか。 

要するに、社会全体がどれぐらい国際化しているかということが非常に大きい

わけです。 

そこで、先ほど我々の紙でも書きましたけれども、社会全体が国際化していな

いと、結局のところはなかなか来てもらえない。また、美しい日本ということが、

ふんわりした表現ですが、実はそのことが非常に大きいのです。やはり、国全体、

社会全体に魅力があれば、喜んで外国の人たちが来てくれて、国際化が進むとい

う面があると思います。 

（竹中議員） 経済活性化に関して、ほかに御意見ございますでしょうか。 

今日は、問題点を御指摘いただいたということでありまして、皆さんの御意見

ではグローバルな視点、アジアとの一体化。特に科学技術や人材、教育、技術と

いうのが大変重要である。同時に、各経済主体、更には地域といったものの個性

化、そこでの地域の位置づけ等々といった、よりミクロ的な側面も重要だという

ことだと思いますので、検討課題をここで挙げていただいておりますけれども、

今日の各議員の御意見を踏まえていただいて、民間議員の方で、もう少し戦略的

に整理をしていただいて、次回以降、考え方として提示していただく。 

その中で、ここで挙げていただいた検討課題一つひとつについて、より具体的

な議論をしていただくと、そういうことで是非お願いを申し上げたいと思います。

（平沼議員） １つ数字の訂正。さっきの数学オリンピックで日本が８位と言いまし

たけれども、15位と低下していますので、訂正します。 
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（竹中議員） それでは、次の予定もあと２つありますので、次のテーマに移らせて

いただきます。 

○改革工程表の進捗状況について

（竹中議員） 「改革工程表の進捗状況について」の議題であります。 

先日の諮問会議で、改革工程表の進捗状況について御報告をいたしました。数

として約50 0の項目を挙げて、今年度は約45 0、そのうち既に７割は昨年末で終わ

っているということを申し上げましたが、そういうことをもう少しわかりやすく

するために、総理の方からわかりやすい事例を10項目ぐらい挙げた方がよいとい

う御指摘がありました。 

事務方の方で、お手元の資料のようにまとめております。「これだけ進んだ！

構造改革：見えてきた小泉構造改革の成果」ということでありますが、これはひ

とつのまとめでありますが、内閣府国民生活局の方で、今、暮らしと構造改革と

いうようなテーマで、もう少しわかりやすい情報発信を考えるようにという風に

言っております。 

こうしたところの中で、パンフレットをつくったり、『国民生活白書』をつく

ったりしておりますので、こういったことを是非その中に織り込むというふうに

させていただきたいと思います。 

また、有識者議員から、今後更に検討を深める項目をリストアップするとの提

案がありました。それに関して有識者議員から資料が提出されておりますので、

この御説明をお願いしたいと思います。 

これは、本間先生お願いします。 

（本間議員） それでは、私の方から改革工程表の進捗状況につきまして、民間議員

の意見を述べさせていただきたいと思います。 

今、竹中大臣から御指摘のとおり、改革工程表に500 あったのを13年度に450 、

７割を既に実施しているという点では、かなり評価ができる部分があるわけです

けれども、改革工程表の新たな試みとして昨年入れ込まれたという点では、国民

には非常に情報開示の点でよかった。しかし、どうしてもこれが行政機関に対し

て指示という形で出されておりますので、言葉遣いも含めて、これが何を意味す

るかということが必ずしも国民にはわからない特徴がございます。 

その点で、今後改革工程表の進捗状況をわかりやすい形で成果として伝えてい

くということが、私は緊急な課題であろうと思っておりますので、この辺のとこ

ろも是非工夫をお願いいたしたいと思います。 

そこで取り上げられている、あるいは措置されていてもまだ不十分な点もござ

いますし、更には改革工程表でも触れられていないような部分があるということ

も事実でございますので、この辺のところを中心にしながら簡単にお話をさせて

いただきたいと思います。 

ただ、今回御努力をいただきました不良債権処理の促進を始めとするデフレ対

応策については、これは速やかに実施をしていただきたい。また、６月を目途に
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経済の活性化、あるいは税制の改革の問題について基本指針をまとめるというこ

とでございますけれども、世の中の期待からすれば、この問題に対して、基礎的

な作業を急ぎ、タイムリーに情報を発信し続けるということが非常に大事だと思

いますので、経済活性化並びに税制改革の問題についても、是非進捗状況という

ものを適時明らかにしていくということが必要になってこようかと思います。 

２ページをお開きいただきたいと思います。 

大きな柱立てを10項目、そしてその他を11という形で付けてございます。 

まず、構造改革を進めてまいりますときに、国民はやはり雇用ということに非

常に関心が高くなっております。 

これにつきまして、従来の終身雇用を前提とし、極めて法制的に硬直的な形で

執行をいたしますと、流動化、多様化というものが極めて難しいということもご

ざいまして、きちんとした労働者の保護というものは当然あるとはいえ、従来に

も増して雇用形態の多様化を一層推進する必要がある。具体的な数字は、そこに

書いておりますとおりです。ここの点については、速やかに実施する必要性があ

ろうかと思います。 

第２は、失業者の問題でございますが、特に若年層の失業者が、このところ急

増をいたしておりますし、この若年失業者というのは、雇用保険給付の対象外で

あります。若者は、将来の国の中枢を担う人材が多数でございますので、職業訓

練など、個人の能力開発強化を支援するプログラムを是非早急に策定をし、前向

きに対応するというメッセージを国民に知らしめるということが肝要であろうと

思います。 

もう１つは、これはチャレンジャー支援、起業、廃業、産業再生に関する事業、

法的な整備というものをどのように進めていくかということであります。 

我々は、高度成長以来、安定的な社会構造の中で、起業、廃業、産業再生に関

する条件、法制整備が非常に不十分で、グローバル化したマーケット、あるいは

チャレンジする体制としては不十分になっているというのが現状だろうと思いま

す。この辺、法制的に難しい点もあろうかと思いますけれども、新たな時代状況

に合わせる対応というものをより一層進めていく必要があろうかと思います。 

３番目は、先ほどの平沼大臣の御指摘のとおり、教育・人材の問題は、非常に

重要なわけでありますけれども、とりわけ国立大学が独立行政法人化するという

ことが、今議論されております。 

この点について、教職員の身分を非公務員型にするということを含め大学の国

際競争力が高められるようなデザイン設計というものを早急に実現する必要があ

ろうかと思います。結局、教育の成果を上げるために、予算措置の客観的な基準

になる評価システムの導入ということも求められるんだろうと考えております。 

４番目は、社会保障改革であります。 

今回、総理のリーダーシップの下に医療制度改革を中心にして、極めて大きな

成果があったと評価をされますが、これからは医療のサービスの効率化、更には

基本的に社会保障全体の見直しをどのように進めるかということは、国民が将来
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に対する安心感を抱くために、極めて重要なことでございます。負担に見合う社

会保障制度というものをどういう具合に早く実現するかということで、幾つか提

案をいたしております。 

社会保障個人会計を導入し、北欧や、あるいはアメリカ、シンガポール等で受

益と負担の情報をきちんと国民に知らしめる形で、適正な医療保険サービス、あ

るいは年金サービスというものの確立していく。 

更には、ばらばらになっております社会保障制度というものを総合化し、全体

像というのが見える形にするということ。 

そして、医療保険制度の抜本的な改革については、昨日までの議論を踏まえて、

早急に具体化をしていくこと。 

昨年の６月に閣議決定をしていただきました医療サービス効率化プログラムと

いうようなことも、きちんと制度整備を含めて加速度化する。 

更には、先ほど申し上げましたとおり、医療は潜在的なニーズが極めて高いと

ころでございますが、これが社会保障制度の中で閉じ込められている現状を脱却

し、混合診療の道を開くと同時に、経営形態の多様化を通じて、これが雇用を生

み出すような好循環を形成するということが肝要であろうかという具合に考えて

おります。 

５番目は、住宅ストックの拡充の問題でございます。 

これは、島田晴雄教授が中心になり、いろいろ御努力をいただいておりますが、

なかなか進んでいないということもございますので、中古住宅市場の整備とバリ

アフリー化の推進を通じ、先ほど吉川議員も御指摘のとおり、我が国の居住空間

の質的向上、量的な拡大というものを是非推進していく必要があろうかと思いま

す。 

６番目は、循環型経済社会の構築であります。 

これは、吉川議員が主催をされた研究会の報告がございます。これに基づいて

できるだけ早く環境整備をしていくことが重要であろうと思います。 

７番目は、地方の自立・活性化の問題であります。 

この点につきましては、市町村合併の推進は総務大臣の御努力によって進んで

いる部分もございますが、これを一層制度的な手順も含めて、加速化していくと

いうことも肝要であろうと思いますし、その先の国と地方の役割分担と税財源配

分の総合的検討も不可欠であろうと思います。これは、税制改革の議論の中でも

重要な位置づけが与えられなければならないと考えております。 

更に地方公営企業の経営手法は、いろいろ問題視されている部分もございます。

この点について、民間的な手法の導入ということも積極的に考える必要があると

いうことであります。 

８番目は、農業改革の問題であります。 

農業改革は、構造改革の負の部分とセットになっているような部分もございま

すが、早期にセーフガード依存体質からの脱却ということをお願いいたしたいと

思いますし、米政策につきましても、いろいろ御努力はいただいておりますけれ
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ども、生産調整等、これから詰めなければならない問題もございます。抜本的な

見直しを急いで結論を出すということが重要だろうと思います。 

経営形態の多様化、あるいは経営所得安定対策ということが、一部検討されて

おりますけれども、この点についてもグローバル化の中で産業としての農業とい

うものの活性化を十分に勘案しながら前進するということが必要になってこよう

かと思います。 

９番目は、政策プロセスの改革の問題であります。 

現在、予算の編成あるいは予算執行に関する国民の不信というものは、無視で

きないほど高まっているんではないかという気がいたします。顕在化する色々な

問題というものが、この予算編成、予算執行に関係することが多いということを

考えますと、公共部門の民間的な手法の導入というものを積極的に推進していく

ということが重要であろうと思います。 

政策評価、公会計、予算や定員管理への対応などについて、具体的な施策や導

入スケジュールというものを明確にしていく必要があろうかと思います。 

これは、科学技術の進展でＩＴ化が進んでまいりまして、非常に手法としても

公的部門に入れ込めるような技術が高まっておるということ。 

更には、市場経済の進行に伴って、予算価格というものが実体の価格と非常に

乖離するという状況の中で、いろいろ問題が顕在化をしているということを考え

ますと、将来の税制改革、増税を国民に要請する前提条件として、この問題は避

けて通ることができないという具合に考えております。 

行政事務のアウトソーシングの問題。これも重要な問題でございますし、政策

プロセスの 後の問題といたしましては、私は、今回１つのエクササイズができ

たという具合に考えておりますけれども、総合的、横断的な政策決定システムと

いうものが、やはりスピードが求められる政策決定において、常に総理のリーダ

ーシップを発揮させるためには、仕組みの強化ということが非常に重要で、これ

についても早急に着手する必要性があろうかと思います。 

（1 0番）、（11番）の問題は、電子政府の推進。更には、羽田空港の再拡張等

が国際化に対して加速化するという意味もございまして、このようなところにつ

いても前向きに対応するということが必要であろうかという具合に、民間４議員

として、今、緊急に対応すべきテーマについて絞って整理をさせていただいたと

いうことであります。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。ちょっと確認なんですが、民間議員の御趣旨

は、これらの重点11項目については、今、活性化とか税制改革でいろいろやって

はいるんだけれども、むしろ、その中でこれらの項目を特に重視して、先駆けて

議論を進めるべきだという御趣旨ということでよろしいんでしょうか。 

（本間議員） そういう意味で、４議員でとりまとめをいたしました。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ、御意見がありました。これの扱い

ですけれども、どうしたらよろしいですか。例えば、これらについての進捗につ
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いて、事務局で一応調査をしまして、今こういう進捗になっているということを

ここで報告して、必要に応じて場合によっては担当の大臣も参加して議論してい

ただくとか、そういう進め方を希望するということなんでしょうか。 

（本間議員） できれば、そういう段取りを付けていただきまして、それに対して必

要であれば、この体制づくりも含めて、ここで御議論をいただければという具合

に考えております。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 私の関係のところで、ちょっと申し上げたいのですが「（９）政策プ

ロセスの改革」の「政策評価」は、平成13年からガイドラインに基づいて行って

おりまして、本年４月１日から法律に基づく本格施行になりますので、もうスケ

ジュール等決まっております。 

それから、「（10）電子政府の推進」の35％から50％というのは、去年10月か

ら50％に引き上げるべく取り組んでおりますので、ちょっと申し上げます。平成

14年度中は50％です。平成15年度中に98％です。 

（本間議員） 前者の点につきまして、私も総務省に局長レベルの勉強会的なものが

あるということは存じ上げておりますし、そこで議論されているということも承

知をいたしておりますが、この問題は政府全体に関わる問題でございまして、単

に評価の問題だけではなく、議員と行政の関係も含めて、より大きな問題として

政府全体で取り組んでいくということが必要ではないかという気がいたします。 

（片山議員） 政策評価ですか。 

（本間議員） 政策評価の問題も含めましてですね。 

（片山議員） それだけではなくて、ですね。 

（本間議員） はい。国際的にアングロサクソンを中心にして、80年代の後半から、

「新しい行政手法」の入れ込みという形で議論されておるところでございまして、

すでに実践に移されているものも多くあります。我が国でも、今後、財務省等も

含めて、各省庁の関係も精査をしながら「新しい行政手法」を導入していくこと

が必要ではないかと思います。 

（片山議員） 先生の御指摘の点はよくわかりますので、それに留意しながら進めさ

せていただきます。 

（竹中議員） それでは、とりあえず民間議員御指摘の重点11項目というふうに位置

づけて、進捗のチェックをやると、必要に応じては議論を深める。更には、税制

活性化等との議論の中でも重点項目にしていくというふうな意思確認をさせてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

（本間議員） はい。 

（竹中議員） それでは、そのようにさせていただきます。 

○デフレ対応策について

（竹中議員） 	 もう１つの重要項目であります。デフレ対応策についての議題に移り

たいと思います。13日の総理の御指示によりまして、デフレ対応策については、
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月内を目途に早急に検討し、政府としてできる限り早く実施に移すというふうな

御指示をいただいております。本日は、関係省庁の御協力を得まして、対応策の

検討実施状況をお手元の資料のとおり整理しておりますので、その中身は大部分

が柳澤大臣、平沼大臣の御担当の部分でございまして、早速でありますけれども、

柳澤大臣、平沼大臣から御説明の方をお願いできればと思います。 

では、柳澤大臣、お願いいたします。 

（柳澤臨時議員） それでは、10分程度お時間をいただいたそうですので、その御指

示に従って簡潔に御説明をさせていただきます。 

１ページの１に「不良債権処理の促進」という表題の下で、４項目並んでおり

ます。 

１つは、特別検査をしっかりやるということでございますが、特に総理御指示

で、２つ目の○でございますけれども、その結果をとりまとめて公表するように

ということでございますので、４月の半ばをひとつの目途にして、できるだけ早

期にそのような公表をいたしたいと考えています。 

公表の様式については、かねて申し上げておりますように、検査対象そのもの

についての風評というようなことも配慮しなければなりませんので、その辺りの

信頼の向上ということと、風評リスクの回避ということのバランスの取れた様式

でもって公表したいと考えております。まだ未決定でございます。 

次の「不良債権処理の一層の促進」というのは、そのような検査結果を受けま

して、これについては特に、例の２～３年のスケジュールではなくて、速やかな

処理ということで、もうわかり次第処理をしていくということを考えておりまし

て、要請をいたしております。 

その結果、 近新聞紙上で割と頻度が繁く出る記事は、皆大体そういう反応を

受けての処理の一環だということで、お受け止めをいただければと思います。 

その次の（３）は、ＲＣＣの積極的な活用ということでございます。ＲＣＣに

つきましては、先回の国会で、議員立法で時価による買取ということで、より活

用がしやすくなりました。 近いよいよ入札にも参加したりしておりますけれど

も、なかなかいいところまでいくんですが、７戦１勝というような戦績でござい

まして、一生懸命この方も積極化している。 

相対についても、かなり引合いが来ておりまして、かなり活用は進んでおりま

すが、ここに書かれていることは、１番目の○でございますけれども、やはり今

までの業務の仕方が回収が主でございましただけに、買取りとその処理というよ

うなことについて、必ずしも慣れていないというようなことがありますので、私

どもＲＣＣにお願いして、債権買取推進本部というものをつくってもらって、こ

のヘッドには、むしろ弁護士さんというような回収の方ではなくて、バンカーと

いうような方をもっていきたいなというように考えております。 

社長さんは、非常にロスの出ることを、当然のことながら気にされているとい

うこともございまして、しかし買取りの方もしっかりやってもらいたいというこ

とで、少し二次ロスに備えた財源を用意して、気持ちを楽にしていただいて、買
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取りを迅速にしていただくということを考えております。 

回収益が出ておりますので、その財源をむしろ使っていただいて結構というよ

うな立場で、割と値決めにおいて寛容にやっていただけるような条件づくりをし

たということでございます。 

それから、営業の面でございますけれども、本当はＲＣＣが各銀行に出掛けて

言って、御用がありませんかというぐらいの営業活動をしていただきたいという

ことでございますが、実際問題としては、金融界との意見交換会というものを設

置して、営業の努力がしやすいようにするということを、３つ目の○に書いてご

ざいます。 

４つ目の○は、人材の派遣でございまして、やはり回収を弁護士的な、法的な

手法でやるというのに、ちょっと違ってまいりましたので、それにふさわしい人

材を確保するということで、銀行等にもこの人材の派遣を要請するということを

書かせていただいております。 

（４）は、企業再建ファンドの設立でございますが、３月中に２つほど再建フ

ァンドができ、その１つ、日本政策投資銀行がつくるものは、汎用性のあるファ

ンドということで、いろんなファンドが必要になった場合に、これがすぐ活用で

きるというような仕組みになっております。 

  ２番目でございますが「金融システムの安定」ということでございまして、（１） 

はペイオフ実施に向けたシステムの安定ということでございます。これは、ある

意味でかなり厳しいことでございましたけれども、事業継続困難な金融機関、13 

年度で52件、これは第二地銀、あとは信金、信組でございまして、主に信組でご

ざいますけれども、これはもう破綻という形の整理をさせていただいております。

本当は、もうちょっと早くにこの仕事は終えて、みんな健全な銀行で４月を迎

えたいというふうに思っておりましたが、現在なお、ちょっとペンディングのと

ころが、第二地銀が一行、それから信金、信組で３つほど残っておるという状況

でございまして、これも早期に決着をして、４月を迎えたいと思っております。 

ペイオフで一番関心が持たれるのは、預金のシフトの動向でございますが、現

在のところ我々として、そう予測を超えたような範囲の移動が起こっているとい

うふうには見ておりませんが、２月の末から３月に掛けて、やはり慎重な見極め

が必要だということで、モニタリング体制を強化するということでございまして、

特にこの面では日本銀行さんとの連携というものが大事だと考えております。 

ページをくっていただきまして、３ページ目でございますが、 初の○でござ

いますけれども、これは金融危機の恐れがあるときの我々の対応ということで、

我々の心づもりというか、そういったことで覚悟をしてこの問題には取り組むと

いうことを書いておりまして、これは大体総理が国会でお話になっている線が書

かせていただいておるということです。 

３番目は、株式市場の問題でございます。この点につきましては、１つがカラ

売りの問題、あとでちょっと御説明しますが、これは信用売りを含みます。 

２番目が、この前つくらせていただいた、銀行等保有株式取得機構の問題。 
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それから、ＥＴＦの問題。この３つでございます。 

初のカラ売りで申しますと、「（１）空売り規制等の強化」でございますけ

れども、規制の強化、監視上の対応、監督とあります。これは、規制も旗を立て

ろということで、カラ売りだということの明示義務を課しておりますが、こうい

ったようなことについて、率直に言って、このところ特に外証、外資系の証券会

社においては、ややこういったような日本のルールというようなものについて、

無知あるいは無関心というようなことも実は見られるということで、これについ

ては監視の上でも、また監督の上でもしっかりと見ていかなければならないとい

う状況になっておるということが書いてあるわけでございます。 

  次が信用の貸借取引の見直しでございますが、カラ売りと俗に言われるものは、

実はよく分けて考えますと、信用売りということで、日証金から借り株をしてカ

ラ売りをするというものと、本当に相対で、例えば生命保険会社から借り株をし

てカラ売りをすると。こういう２つのルートがあるわけでございます。 

そのうち、信用貸借取引の見直しというのは、今の日証金等から借りてやると

いうものでございまして、この点については、借りるときのコストをもっと高め

よう、場合によって非常にそれが加熱しているようなときは、そのコストをもっ

と高くして牽制しようというような仕組みを、今度改めて入れるということでご

ざいます。 

ページをくっていただいて、４ページの③に書いてあるカラ売り規制の見直し

というのは、文字通り、例えば先ほど言ったように、相対で保険会社から借り株

をしてカラ売りをするということですが、これはそこのところは全く民民で契約

自由ですから、介入はできないわけでございまして、私どもとしましては、本当

に場でもって売るときの価格規制というものを強化しようという考え方でありま

して、直近の価格よりも、それで売るなら差し支えないみたいなところがあって、

それで実は実玉売りでどんどん下げていかれて、それと同じカラ売りということ

で、値崩れをさせてしまったということがございます。 

そうではなくて、今度は直近の現物の売買の相場よりも、ちょっと上でないと

カラ売りはできないという、これは非常に効くんだそうでございますけれども、

そういうことで価格規制を行うということで、要するに、カラ売り・信用売りと

いうのは、それ自体はちっとも悪いことではありません、むしろ市場の厚みを増

すという意味で、これは歓迎なんですけれども、とかくそれが結局は相場操縦と

いうか、自分が思うような方向の相場を形成するというようなことに悪用される、

その悪用をどうやって牽制していくかということが、ここの一番のポイントとい

うことでございます。 

今後の取組として、④にございますけれども、監視委員会をしっかりやる。そ

れから、東証。これはある意味で、自主規制機関でございますが、ここにもしっ

かりやってもらうということでございます。 

○の信用売り、それからその次の制度信用取引は、両方ともコストの問題で、

先ほど言ったコストを弾力的に高めたり低めたりするという措置でもって牽制を
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していこうということでございます。 

（２） は、先ほど申した銀行等保有株式の買取機構、取得機構でございますが、

これは１月30日に設立されまして、２月15日から例の一般勘定ではなくて、ＥＴ 

Ｆを組成させるのではなくて、特別勘定ということで開始をいたしまして、そこ

にあるような保証枠も予算上取らせていただいておりますが、これをより銀行間

に対して積極的に活用するように、今、働き掛けておるわけでございます。 

３番目が、ＥＴＦ商品の拡大でございまして、ＴＯＰＩＸ、日経225 といった

ＥＴＦがもう既に上場されて、まあまあの人気と、相場がもうちょっとよければ、

もっと人気が出るだろうということですけれども、加えまして、業種別の株価指

数というようなものもＥＴＦで組成できるようにしたいというふうに考えており

まして、これは財務省の省令などでしたか、そういうもので手当てをすればでき

るということですから、ＥＴＦの商品のバラエティーが増すというようなことで

ございます。 

（４）でございますが、これは主として平沼大臣の所轄のところが多うござい

ますけれども、私のところをついでに申しますと、（１）の②でございまして、

民間の金融機関の中小企業貸出というものを、もっと盛んにしてもらいたいとい

うことが書いてございます。１つ目の○でございますが、これについてもかなり

金融機関も、このごろでは収益を上げなければいけないということで、そこにあ

るように無担保・無保証の貸し出しをしますよと、ただ金利は高いですよという

ことで、かなり積極的にやっていただいております。 

もう１つは、審査を迅速にするということで、実はＴＫＣというような、税の

団体があるんですけれども、そこに非常に経営指標の蓄積があります。それとリ

ンクさせて、当該の企業について財務の状況を簡単に判断できて、審査がはかど

るというようなことがありまして、そういうような形で中小企業の金融について

も、その円滑化を図っていくという動きが現にあるわけですが、それを更に促進

していくということでございます。 

６ページ目の（２）でございまして、これは検査のことについて、 近国会等

で非常に論議を呼んでいる点でございます。これにつきましては、我々既に検査

マニュアルの中にも、余り機械的・画一的に検査マニュアルを適用しないように

ということが書いてあって、中小企業の特殊性に配慮するようにと書いてあるわ

けですけれども、それを本当に実施させるということで、立入検査中にモニター

をするとか、あるいは立入り後、何か意見というか、異なる見解があれば、それ

を当庁の検査局監理部門に意見具申をするというようなことで、できるだけ実情

に配慮した検査の結果を出すということで対処していきたいと考えております。 

一番我々が今、言われておることは、中小企業向けの検査マニュアルを別につ

くれということでございますけれども、これはやりますとダブル・スタンダード

みたいなことに誤解を受けます。そこで我々が考えているのは、そういういろん

な配慮をした場合の具体例というものを、判例のように蓄積していって、それを

共通の財産にする。検査官もそれを持っている。それから、金融機関もそれを持
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っているというようなことで、ひとつ対処をしていきたいということが書かれて

いるわけでありまして、そういうことを内容にして対応策としてまとめていただ

いたという次第でございます。 

以上ございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。平沼大臣、お願いいたします。 

（平沼議員） それでは、私から５ページの４の「貸し渋り対策等」でございますけ

れども、中小企業の資金繰りが御承知のように一層厳しいものとなっている現状

を踏まえまして、貸し渋り対策として中小企業金融に関わる緊急の対応策を講じ

ることにいたしました。具体的には、第１に（１）でございますけれども、昨年

1 2月に創設をいたしました、売掛債権担保融資保証制度、これを積極的に活用す

るために方策を講じたいと思っています。 

昨年の臨時国会で法改正をして、昨年の12月17日から実施をしておりますけれ

ども、なかなか実績が上がっていないわけでございまして、約２か月を経過した

んですけれども、融資額ベースで７億円で22件なんです。これが第１次の貸し渋

りをやった、いわゆる特別保証制度のときは、非常に門前市を成すというような

状況で、立ち上がりは非常に、あそこは特別保証を受けるようになったからとい

うことで、シュリンクがありましたけれども、みんなが利用するという形になり

まして、大体同じ２か月というインターバルをやりますと、特別保証の場合には

大体７万件とか８万件というような実績がありますので、私どもとしてはここを

もっともっと利用させるために、やらなければならないというふうに思っており

ます。 

その中で、１つネックになっていることがございまして、これはこの制度普及

の制約の１つなんですけれども、国・地方公共団体や大企業向けの売掛債権の譲

渡禁止特約というのがございまして、これが縛りを掛けられていまして、そこが

大きいところが動かないということがございますので、これは関係省庁等の協力

を得ながら、この解除に努め、そして全国にあります商工会議所、商工会連合会、

それから私どもの９つの拠点にある、いわゆる経済産業局、ここを動員し、あら

ゆる形でこういう新しいメニューができたんだ、是非利用しなさい、という形で

ＰＲをしていこうと思っておりまして、ここを拡大しようと思っております。 

それから、「セーフティネット保証・貸付の着実な実施とその拡充」でありま

すけれども、これまでの利用実績を踏まえまして、更に制度の拡充によって、一

層の活用を図りたいと考えております。具体的には、要件の緩和によって、これ

ら制度を利用できる中小企業の範囲を拡大する。それから、金融機関からの貸し

渋りを受けている中小企業に対する、無担保貸付制度を創設するということを考

えております。セーフティネット保証・貸付につきましては、例えば、平成13 年

１月～14年１月、この１年間で約58,000件、１兆8,000億円の実績があります。そ

こを拡充して、更に条件緩和でやっていきたいと思います。 

実施をいたしました特別保証制度、これは２年、20兆円ということでスタート

しましたけれども、やはり更に１年延長して10兆円上乗せをしようということで、
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昨年の３月31日まで、特例の措置で実施をいたしまして、172万社が利用しまして、

そして29兆円の保証をさせていただきました。 

こういう厳しい中で、中小企業の経営者は頑張ってくださって、代位弁済率と

いうのは、 終的には10％を想定しておりますけれども、今のところ約１年経過

をしましたけれども、３％台にとどまっているということで、苦しい中で一生懸

命返している。 

しかし、その中で、こういう状況ですから、返済条件の変更をしてあげようと

いう形で、今まで実績としては12万社に対して、いわゆる支払い条件の変更をい

たしました。しかし、ＢＳＥという問題がありましたし、大型倒産だとか、取引

金融機関の破綻等もありまして、非常に返済資金に困っている中小企業がござい

ますので、原則申し出があれば、それぞれの中小企業の実情に応じた返済条件変

更が行われるという形で対応しております。 

したがいまして、今は12万件やりましたけれども、そこの枠を少し拡大して、

今、言ったように、原則申し出があれば、その実情に応じて返済条件を変更する

という形で対応したいと思っておりまして、今、申し上げた各施策というのが、

順次実行に移していきますけれども、いずれもこの年度内にできるだけ早く実施

するという体制でやっております。 私の方からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。これに対して、民間議員からメモが出されて

おりまして、速水総裁から御意見の御希望があります。民間議員から、吉川議員、

どうぞ。 

（吉川議員） 「デフレ対策について」という、私ども４人のメモ書きがございます。

これは、本日まとめられた政府のデフレ対応策に対して、我々として一言言わせ

ていただいたということです。デフレ対策は時間との競争という面があります。

まず政府の本日の対応策を、是非とも早急に実施していただきたい。その際、４ 

つ項目がありますが、始めに不良債権処理について述べております。 

不良債権処理については、今回の措置にとどまらず、問題の終結に向けたシナ

リオを示していただきたい。 

不良債権の状況に関しては、現在主要行に対する特別検査が厳正に行われてい

ると、私どもも勿論認識しております。その結果を踏まえて、政府として金融シ

ステムの安定という観点から、必要があれば公的資金の注入を含めて、あらゆる

措置を取ることを是非ともお願いしたい。 

この点について、政府と日本銀行の協調、あるいは意見交換というのが強化さ

れていると私ども考えておりますが、なお一層政府と日本銀行が一体となって、

是非ともこの問題を注意深く見て、金融システムの安定を確保していただきたい。

デフレということについては、やはり実体経済の冷え込みということがあるわ

けです。そのためには始めにも述べましたとおり、持続的な経済成長を生み出す

ということが、重要なことで、その点が２つ目、それからちょっと飛びますが、

４つ目に書いてあります。 

２つ目ですが、構造改革によって経済を活性化するためには、規制改革と並ん
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で、やはり税制改革というのがひとつの大きな柱になるということで、今後税制

の抜本的な見直しということが行われていくわけですが、経済の活性化という観

点も是非とも重視していただいて、積極的かつ前倒しできるものは前倒していた

だきたい。 

１つ飛びますが一番下、持続的な経済成長を生み出すために、改革工程表につ

いてできることをできるだけ早く、例えば、電子政府の推進、住宅ストックの拡

充、羽田空港の再拡張など民間の持続的な需要を生み出すようなことを是非とも

前倒しでやっていただきたい。これが大切なことだということを言っております。

１つ戻りますが、 後に物価目標について、政府は中期展望の中で、既に穏や

かな物価目標というのを言っているわけですから、緩やかな意味での目標を持っ

ていると言えるわけですが、これを更に強化することができるか検討をする必要

がある。 

それとの関係で、やや細かいテクニカルなことになりますが、物価連動債の発

行とか、あるいは物価統計を注意深く精査する必要があるということが書いてあ

ります。 

後に一言ですが、本日の対応策というのは、これで政府の対応の終わりだと

いうのではなくて、本日のデフレ対応策は政府による一連の対策の出発点だと、

ただしそれがだらだら長く続いていたのでは、困るわけなので、政府による迅速

な一連の対策の出発点だと考えていただきたいということです。 

以上です。 

（竹中議員） 速水総裁。 

（速水議員） 今のデフレ対策につきまして、日本銀行としてはやはり断固たる決意

の下に、市場で飽和感が出るほどのアグレッシブな資金供給を行っております。

今度とも、潤沢な資金供給を行うこと、そしてまた、 後の貸し手としてのシス

テミックリスクを防ぐということ、この両面で中央銀行としてなし得る 大限の

努力を行ってまいりたいと思います。具体的な政策の判断につきましては、政策

委員会にお任せいただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、これから懇談に切り替えます。 

【速記中止】 

（竹中議員） それでは、議事に戻ります。与党３党から、それぞれデフレ対応策が

示されておりますので、参考として配付をしております。与党政策責任者会議に

おいて、政府のデフレ対応策を説明したところ、与党よりそれぞれの対応策を参

考にして、引き続き政府としての対応策を検討してほしいとの要請がありました

ので、この点も御報告をしておきたいと思います。 

なお、武部農林水産大臣より「漁港漁場整備長期計画について」という資料が

提出されております。このたび同計画案がまとまったので提出するということで

あります。 

デフレ対応策については、対外的に発言される場合、既に別途お配りしており

ます資料があります。統一的な見解という観点から、これは今後続くのかとか、
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幾つか想定問答的にありますので、それは十分に御参考にしていただきたいと思

います。 

それでは、総理から御発言がございます。 

（小泉議長） 御苦労様です。 近、世論とか世評に感度をよくしなければいけない

のは当然なんだけれども、それに対してうろたえるというのとはまた別なんです。

支持率が下がったから構造改革が進まないなんてとんでもないことで、支持率が

低かろうが高かろうが関係ない。高いと危ない、下がるとだめだとか、何を言っ

ても批判する人は批判するんだから。 

外国においても、野党の批判をうのみにする。あるいは、前から小泉内閣を批

判している人の意見を取り上げて、日本はだめだと、何もやっていないと言う、

いかに今までの構造改革が進んでいるか、そういう点で勿論今回が 後だと思っ

ていません。不良債権処理の加速とデフレ対策が矛盾するというんだけれども、

第１次補正をいつやったのか、第２次補正をいつやったのか、今、本予算を審議

している。やるべきことはやっているんです。 

そして公的資金注入の問題についても、大胆かつ柔軟に対応すると言っている

わけでしょう。だから、もっと自信を持たなければだめだと、日本経済に対して

本当に 近堪え性がなくなった。各国みんなそれぞれ問題あるんです。 

私は、よく明治維新、第二次大戦の例を出すけれども、明治維新、第二次大戦

のグローバリゼーションに比べれば、今の危機も大したことないです。もっと自

信を持ってやるべきことをやると。今、上手にやっているじゃないですか。時間

が掛からなきゃできないけれども、都市再生にしたって、今、都市再生の特別措

置法の法案を出しているでしょう。これは、今日も事情を聞いたけれども、民間

がどういうことをやりたいか、実際具体案が出ている。それを今度は地方公共団

体と国が、集中的に特別措置をやると。恐らく３月に法案は通る、４月から東京

都なんかすぐでもやりたいと思っている。民間が出している。だから、現実に法

案が通らないとできない問題もある。やるべきことをやると。燃料電池もそうで

しょう、低公害車もそうでしょう。 

だから、こういうふうに具体的に進んでいるんだけれども、口だけだとか、何

もやってないとか、余りそういうのにうろたえる必要はない。着実にやっている

んだし、これからも今回が終わりではなくて、必要に応じていろんなことをやっ

ていくんですから。ともかく議論の経過ではどんな意見があっても結構です。支

持率が下がろうが何だろうが、今は安定しているんですから。よく抵抗勢力とか

言うけれども、この大きな流れに抵抗勢力なんか抵抗できませんよ。支持率が低

かろうが、高かろうが、今、小泉政権は改革のために一番安定しているんです。

改革に足を引っ張る勢力なんかありませんから、それをマスコミが、支持率が低

いから危ないとか、とんでもないことです。こんなこと関係ない。だから、もっ

と自信を持ってやるべきことをやっていくと。議論はいいですけけれども、まと

めてやってください。 

（塩川議員） ものの言い方を、国民に向けて言うということが大事なんで、それを
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私は言っているんです。そうでないと国民がわからないんです。だから、この表

現をうまいこと言ってもらわないと。マスコミは総理に聞きますよ、そのときに

ぱんとわかりやすいことを言わないと。この論文みたいなことを言うとわからな

いですよ。 

（小泉議長） 要は、 後のデフレ対策は、これで終わりではなくて具体的かつ実効

性のある施策を大胆かつ柔軟に展開していくため、政府は日銀と一体となってや

っていくと、それが大事なんです。これなんです。あとはいろんな議論はいいで

す。自信を持ってやっていきましょう。 

（平沼議員） こういう改革なんていうのは、例えばサッチャーだって十何年やって

いるんです。 

（小泉議長） 日産のゴーン社長は何年前ですか、新車出すのはやっとこれからでし

ょう。何年掛かっているんですか。 

（平沼議員） レーガン、ブッシュでやった果実を刈り取ったのはクリントンですよ。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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