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平成 14 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事が紹介された。 
   
○経済の活性化戦略について 
（竹中議員） 有識者議員より、資料に基づいて説明をお願いしたい。 
（吉川議員） お手元にある「経済活性化－更なる構造改革に向けて－」について。「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、最も大切なポイン
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トだ。結論から言えば、昨年閣議決定された骨太の方針通りに構造改革を進めていた
だきたい。資料の３行目にある通り、「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。民間需要主導の持続的な経済成長を生み出すことが、経
済政策の目標で、そのために、経済の活性化をしていくということだ。 

    資料では、まず、「１．経済活性化の基本的認識」とあるが、要は経済成長や付加
価値の源泉は人であり、技術である。ここが非常に重要で、多くの識者がよく認識し
ていると思うが、それを具体的な施策に活かすことが大切だ。④では、「世界の中で
誇れる文化・歴史、美しい自然」とある。言葉で言うと常識論的に思えるが、これは
一国が経済面から繁栄していくためにも非常に重要なポイント。やはり、世界の人達
が喜んで日本に来ることは、それ自体としてもすばらしいことだが、経済にとっても
非常に重要だと考える。新しい技術が日本発で次々に生まれており、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、潜在的な需要に結び付
けて、民間需要主導の持続的な経済成長を生み出すことが必要だという基本的認識で
ある。 

    「２．経済活性化によって社会の姿はどうなるのか」については、人々の関心が非
常に高い。政府でさまざまな施策が行われており、民間企業によって、すばらしいも
のが次々に作られているが、それが我々の生活をどう変えるのか。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、世の中に訴える広報活動の必要があるの
ではないか。 

    「３．経済活性化への取り組みの原則」については、例えば、民間でできることは
民間でというところから幾つかの原則を述べている。これは、既にこの会議、政府内
でも何回も議論されており、書いてある通りであえて繰り返さない。 

    更に「４．検討課題（例）」として、成長産業の育成、活性化の基盤整備、国際経
済の中での日本経済ということが書いてある。個々の点について、例えばＦＴＡ、知
的財産権、あるいは先ほど、人が大切だと申し上げたが、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
発揮していただき、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。 

    経済活性化は非常に大切で、経済政策のある意味ではゴールだと申し上げた。日本
経済は、2000 年の 10 月から循環的には景気後退期に入り、現在で 15～16 か月続い
ている。私は、経済は今年中に底打ちをする可能性が出てきたと思うが、足元での危
機を絶対に起こさないという条件の下で、これをいかに持続的な経済成長につなげて
いくかが課題だ。その意味でも是非とも経済活性化を経済政策の柱の一つとして、政
府として迅速に対応して頂きたい。 

（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が、そういう機会を生かして、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。牛尾議員。 

（牛尾議員） 吉川議員のご報告の通りだが、逆にわかりやすく言えば、民業の経済をど
う拡大するかが重要であり、従来よりも、サービス化、情報化などで民業が拡大する
ことは間違いない。それに加え、規制撤廃や、従来官がやっていたことを民に開くこ
とで民業を拡大することになる。更に、日本経済における民業の拡大が、ＦＴＡとか、
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。 
こういう３つの側面で、いかにして民間経済の活躍分野を広くするかが大事。その

ためには、雇用の数が拡大しないといけない。 
    日本は、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
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化率はまだ５％ほど弱いので、高齢者と女性が前よりも多くの人が働くことによって、
雇用はまだ 500 万人ぐらいまで拡大する余地が十分ある。この５～６年間に考えた
らどうかと思う。 

（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、それから上向くという見方がある

が、今の状況を真剣に見てみると、なかなか厳しい。特に基本認識を申し上げると、
少子高齢化の進展の中で、何もしないで経済活性化をしないと、日本経済というのは
確実に縮小に向かう。吉川議員も指摘されたが、人材だとか、情報、マネーを我が国
に引き付ける政策を打っていかないといけない。 

    これも吉川議員が強く指摘していたが、今の基本認識として、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、アメリカに比べれば、理工系に進む学生の絶対数が非常に少ない。また、
例えば数学で、高校生を対象にテストを行うと、１位が中国であり、日本は 15 位。
全体的に競争力が低下しているので、人材をレベルアップしていかないと、中長期的
に見て非常に縮小に向かっていくと思う。 

    今言った基本認識の中で、やらなければいけないことは、世界最先端の製造業の競
争力をいかに保つか。まず、貿易収支の確保は、国の一つの源泉で、このことを基本
に据える。２点目は、御指摘があったが、ＦＴＡ等の考えの中で、国際市場への積極
的な展開により所得収支を確保しなければいけない。それから、個人資産が 1,400 兆
もあるので、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。 

    民間議員の提言と重複するが、５つ大事なことがある。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。    
次に、重複になるが、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。    
３番目は、日本が置かれている地理も踏まえ、東アジア圏全体を市場としてとらえて、
戦略のある対外経済戦略を強化することで、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。４番目として、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。５番目は、言うまでもないが、企業の選択と集中を促進し、
経営改革を促す。こういうことをやらなければいけない。 

（竹中議員） 片山大臣。 
（片山議員） 書かれていることは、私も大体同じ意見で賛成だが、どうも総論的、マク

ロ的で、鳥瞰的な視野、観点からの取り組み。やはり各論というか、もう少し何か要
るのではないか。例えば、地域経済対策や地域雇用対策の観点。虫がはうような、虫
瞰的なこと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。そういう観点
を加味することがより実効性あるものになると思う。 

    国だけでなく、地域があって、そのすべての上に国がある。その辺の観点をお願い
したい。 

（竹中議員） 官房長官、財務大臣がお見えになった。今の両大臣の発言も踏まえ、資料
の中にある「４．検討課題」のところを、簡単に説明していただきたい。 

（吉川議員） 後の工程表との議題とも随分重なる。例えば規制改革とか、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） 本間議員。 
（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と思う。 
    １つは、各企業、各産業、各地域が、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するかというミク
ロの活性化の問題。これは、片山総務大臣が御指摘のとおり、地域がいかに経済活性
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化をしていくかというもの。大きく経済環境条件が変わっているときに、従来のまま
では取り残されるのは明らかで、自律的な形でどのように活性化をしていくか。 

    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。これには、起業
の問題もあり、その裏側で、失業や倒産という問題が生じている。規制が存在し、必
ずしも流動性があるとは言えない社会状況をどういう具合に流動化するか。生産性の
高い分野に誘導できる環境条件の整備も含め、早くやらないといけない。 

    しかし、この問題は非常にアンビバレントな部分がある。明るい部分と、暗い部分
が重なってくる。私は、小泉経済政策が世の中から誤解を招いている部分は、この部
分だと思う。構造調整を迫られる部分に対して、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くる。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、これに対してさお差す状況も出る。この辺
の切り分けについて、メッセージ性を高め、構造改革の明るい面にどう戻していくか
が非常に重要。 

    第３番目の次元。これは、国際的な分業体制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。国際的な比較優位
が確立されるためには、中国と同じ土俵の中ではコストカッター的な形での競争を強
いられる。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を構築できるか
を戦略的に考えなければならない。 
これは、平沼大臣が御指摘の問題にも関わってくるが、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、民による活力をどのように入れ込むかが、サー
ビス化との関連でも非常に重要。例えば、厚生労働省関係の部分は、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て、
国民のニーズ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を
作っている。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。 

    第４番目は、これは吉川議員及び平沼大臣から御指摘のとおり、フロンティアをど
う拡大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をどういう形
で国家戦略としても位置づけていくか。 

    この点では、知の活性化が極めて重要で、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、生き生きとした経済社会の
活気が教育、研究の現場に下りてこなかったことが非常に重要なポイント。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が、大きな社会的な要請になってくるのではない
か。 

    この４つの次元があって初めて、経済活力の問題は、何が問題であり、どのように
戦術が組まれるかがはっきりするのではないか。 

（竹中議員） 奥田議員。 
（奥田議員） 会社でもグローバルに仕事をやっているが、資料に「３．経済活性化への

取り組みの原則」の③に「グローバリゼーションの中で開かれたシステムでなければ、
社会は活性化しない」とある。これは私どもの経験から非常に大事な話で、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もどうにもならず、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。 
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「４．検討課題（例）」との関連では、「②経済活性化の基盤整備」の中の「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③の中の「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。是非こういうことについて究明したいと思
う。 

（吉川議員） 今、奥田議員がおっしゃったことを、我々は非常に身近に感じている。大
学にいると、外国の人に大学に来てもらいたいということがあるが、なかなか来ても
らえない。いろいろ理由があるが、大学だけでカタがつかないものも随分ある。 

    住宅の問題に始まり、町中の標識がどれぐらい英語かというレベルまである。病気
になったときに英語が通じる医者がどれぐらいいるか。そのための広告が十分か。 

   要するに、社会全体がどれぐらい国際化しているかが非常に大きい。 
    資料でも書いたが、社会全体が国際化していないと、なかなか外国の人に来てもら

えない。また、美しい日本というようなことも大きい。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。 

（竹中議員） 今日は、問題点を御指摘いただいた。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。検討課題が挙げられているが、
今日の各議員の御意見を踏まえ、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
いた検討課題一つ一つについてより具体的な議論をしていただく。そういうことで是
非お願いしたい。 

 
○改革工程表の進捗状況について 
（竹中議員） 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し、数として

約 500 の項目を挙げて、今年度は約 450、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た。もう少しわかりやすくするため、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、お手元の資料のように
まとめている。「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
うまとめだが、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言っている。パンフレットや、国民生活白
書を作っており、是非その中に織り込んでいきたい。 
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

あった。それに関して有識者議員から資料が提出されており、御説明をお願いしたい。
本間議員。 

（本間議員） それでは、民間議員の意見を述べさせていただく。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、かなり評価ができる部分があり、改革工程表の新たな試みとして、昨年入れ
込まれたという点は、国民には情報開示の点でよかった。しかし、これが行政機関に
対して指示という形で出されており、言葉遣いも含めて、これが何を意味するかが必
ずしも国民にはわからない特徴がある。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ことが、緊急な課題であると思っており、是非工
夫をお願いいたしたい。 

    措置されていてもまだ不十分な点もあり、更には改革工程表でも触れられていない
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部分があることも事実で、この辺のところを中心にしながら簡単にお話したい。 
  今回御努力いただい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、
速やかに実施していただきたい。６月を目途に経済の活性化、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だが、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ことが非常に大
事だと思うので、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。 

    資料の２ページで、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
いる。 
まず、「（１）雇用対策」について。構造改革を進めるときに、国民はやはり雇用と

いうことに非常に関心が高い。これについて、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すると、流動化、多様化が極めて難しいということもあり、
労働者の保護もあるが、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、そこに書いてあるとおり。ここは、速やかに実施する必要性がある。 
第２は、失業者の問題で、特に弱年層の失業者が急増しており、この若年失業者は、

雇用保険給付の対象外だ。若者は、将来の国の中枢を担う人材が多数で、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せることが肝要。 
  「（２）チャレンジャー支援」について。チャレンジャー支援、起業、廃業、産業
再生に関する事業、法的な整備をどのように進めるか。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現状では不十
分。この辺、法制的に難しい点もあろうが、新たな時代状況に合わせる対応をより一
層進めていく必要がある。 

    「（３）教育・人材育成」については、先ほど平沼大臣の御指摘のとおり。教育・
人材の問題は、非常に重要だが、とりわけ国立大学が法人化するということが、今議
論されている。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を早急に実現する必要がある。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も求め
られる。 

    「（４）社会保障改革」について。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されるが、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は、国民が将来に対
する安心感を抱くために、極めて重要。負担に見合う社会保障制度をどういう具合に
早く実現するかということで、幾つか提案をしている。 
社会保障個人会計を導入し、北欧や、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せているような形で、適正な医療保険サービス、年金サービ
スを確立する。ばらばらになっている社会保障制度を総合化し、全体像が見える形に
する。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
具体化していく。昨年の６月に閣議決定した医療サービス効率化プログラムも、きち
んと制度整備を含めて加速化する。更には、先ほど申し上げたとおり、医療は潜在的
なニーズが極めて高いが、これが社会保障制度の中に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、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だ。 

    「（５）住宅ストックの拡充」について。これは、島田晴雄教授を中心にいろいろ
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御努力いただいているが、なかなか進んでいない。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、
量的な拡大を是非推進する必要がある。 

    「（６）循環型経済社会の構築」について。吉川議員が主催された研究会の報告に
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だ。 

    「（７）地方自立・活性化」について。市町村合併の推進が、総務大臣の御努力に
よって進んでいる部分もあるが、これを一層加速化していくことも肝要。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だ。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。 

    地方公営企業の経営手法は、問題視される部分もあり、民間的な手法の導入も積極
的に考える必要がある。 

    「（８）農業改革」について。農業改革は、構造改革の負の部分とセットになって
いる部分もあるが、早期にセーフガード依存体質からの脱却をお願いしたい。コメ政
策につきましても、いろいろ御努力いただいているが、生産調整等、これから詰めな
ければならない問題もある。抜本的な見直しを急いで結論を出すことが重要。 

    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、一部検討されている
が、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の活性化を十分に勘案し
ながら前進することが必要になってくる。 

   「（９）政策プロセスの改革」について。現在、予算の編成、あるいは予算執行に
関する国民の不信は、無視できないほど高まっている。顕在化するいろいろな問題に、
予算編成、執行に関係することが多いことを考えると、公共部門の民間的な手法の導
入を積極的に推進していくことが重要。 

    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
ケジュールを明確にしていく必要がある。科学技術の進展でＩＴ化が進んで、非常に
手法としても公的部門に入れ込める技術が高まっている。更に、市場経済の進行に伴
い、予算価格が実体の価格と乖離する状況の中、いろいろ問題が顕在化しており、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。行政事務のアウトソーシングの問題も重要な問題だ。総合的、横断的な政
策決定システムも、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、仕組みの強化が非常に重要で、早急に着手する必要があ
る。 

    「（10）電子政府の推進」、「（11）その他」について。電子政府の推進や、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あり、このようなところについ
て前向きに対応することが必要という具合に、民間４議員として、緊急に対応すべき
テーマについて絞って整理をした。 

（竹中議員） 有識者議員提出資料の御趣旨は、これら重点 11 項目について、経済活性
化や税制改革の議論の中で、特に重視し、先駆けて議論を進めるべきだという御趣旨
でよいか。 

（本間議員）  そのとおりです。 
（竹中議員） 御提言の扱いについては、これらの進捗について、事務局で調査をし、そ

の状況を報告して、必要に応じて担当大臣に参加いただき議論するという進め方を希
望するということか。 

（本間議員）  そういう段取りを付けていただいて、必要があれば体制づくりも含め、御
議論をいただければと思う。 

（片山議員）  私の所管で、「（９）政策プロセスの改革」の「政策評価」は、13 年から
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ガイドラインに基づいて行っており、本年４月１日から法律に基づく本格施行になる。
もうスケジュール等が決まっている。 
また、「（10）電子政府の推進」の 35％から 50％は、既に昨年 10 月から 50％に引

き上げるべく取り組んでいる。14 年度中は 50％。15 年度中に 98％。 
（本間議員）  前者の点について、総務省に局長レベルの勉強会的なものがあることは知

っているが、この問題は政府全体に関わる問題であり、単に政策評価の問題だけでは
なく、議員と行政の関係も含め、より大きな問題として政府全体で取り組んでいくこ
とが必要と考えている。 

（片山議員）  政策評価だけではないですね。 
（本間議員） 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（ＮＰＭ）」について議論されており、既に実践に移されているものも多い。
我が国でも、今後、財務省等も含めて各省庁の関係も精査しながら「新しい行政手法
（ＮＰＭ）」を導入していくことが必要と思う。 

（竹中議員）  それでは、有識者議員御指摘の重点 11 項目と位置づけて、進捗のチェッ
クを行い、必要に応じて議論を深める。更に、経済活性化等の議論でも重点項目にし
ていくこととする。 

 
○デフレ対応策について 
（竹中議員） ２月 13 日の総理の御指示により、デフレ対応策については、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御指示をいただいてい
る。関係省庁の協力を得まして、対応策の検討実施状況を資料のとおり整理している。   
柳澤臨時議員、平沼議員から説明をお願いする。 

（柳澤臨時議員）  簡潔に説明する。１ページの「１．不良債権処理の促進」で４項目。 
「（１）特別検査の厳正な実施等」は、特別検査をしっかりやること。また、総理

からの御指示で、その結果をとりまとめて公表する。４月の半ばを一つの目途に、で
きるだけ早期に公表したいと考えているが、公表の様式については、信頼の向上と風
評リスクの回避とのバランスに配慮したい。 

    「（２）不良債権処理の一層の促進」では、検査結果を受け、２～３年のスケジュ
ールではなく、速やかな処理ということを要請している。 

    「（３）ＲＣＣによる積極的な不良債権買取り」は、ＲＣＣの積極的な活用という
こと。ＲＣＣは、時価による買取りが可能となり活用がしやすくなった。最近は入札
にも参加し始めている。これまでの業務は回収が主であったため、買取りとその処理
については慣れていないこともあり、ＲＣＣに債権買取推進本部というものをつくっ
てもらい、そのヘッドにはバンカーなど適任者を据えたい。また、買取りをしっかり
やってもらいたいということで、二次ロスに備えた財源を用意しており、買取りを迅
速にしていただきたいと考えている。更に、金融界との意見交換会を設置して、営業
の努力がしやすいようにすること。人材についても、銀行等に人材派遣を要請するこ
ととしている。 

    「（４）企業再建ファンドの設立の推進」。３月中に２つの再建ファンドができ、そ
のうち、日本政策投資銀行などがつくるものは、汎用性のあるファンドとして、いろ
んなファンドが必要になった場合にすぐ活用できるという仕組みになっている。 
  ２ページの「２．金融システムの安定」について。「（１）ペイオフ実施に向けた金
融システムの安定確保」は、13 年度に事業継続困難な金融機関として、52 件を破綻
という形の整理をさせていただいた。全てが健全な銀行で４月を迎えたいと思ってい
る。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あるが、現在のとこ
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ろ、予測を超えた範囲の移動は起こってない。しかし、２月末から３月にかけて慎重
な見極めが必要で、モニタリング体制を強化する。この面では日本銀行との連携が大
事だと考えている。 

    「（２）金融危機の回避」は、金融危機の恐れがあるときの我々の心づもり。覚悟
をしてこの問題に取り組むということ。 

    ３ページの「３．市場対策」について。株式市場の問題であるが、これは、１つが
信用売りを含む空売りの問題。次に、銀行等保有株式取得機構の問題。それから、Ｅ
ＴＦの問題。 

    空売りの問題では、「（１）空売り規制等の強化」で、規制・監督・監視上の対応を
徹底・強化とある。これは、空売りだということの明示義務を課しているが、このと
ころ一部外資系の証券会社において、日本のルールというものについて、無知あるい
は無関心ということが見られ、監視・監督を徹底しなければならない。 
次に、信用・貸借取引の見直し。空売りと俗に言われるものは、証券金融会社から

借り株をして空売りをするものと、相対で、機関投資家から借り株をして空売りをす
るという２つのルートがある。そのうち、証券金融会社から借りるものは、借りると
きのコストをもっと高め、加熱しているときは更に高くしていく仕組みを入れるとい
うこと。４ページにある空売りの規制の見直しでは、相対で、機関投資家から借り株
をして空売りをするのは、民民で契約自由であるが、場で売るときの価格規制を強化
するもの。直近の現物売買の相場より、ちょっと上でないと空売りはできないという
価格規制を行う。空売り・信用売り自体は悪いことではなく、むしろ市場の厚みを増
すという意味では歓迎だが、相場操縦に悪用される。その悪用をどうやって牽制して
いくかということが一番のポイント。 
今後の取り組みとして、証券取引等監視委員会や東京証券取引所に対応を強化して

もらう。また、信用売りや制度信用取引については、先ほど説明したコストの弾力的
措置を実施していくということ。 

    「（２）の銀行等保有株式取得機構の積極的活用」について。これは１月 30 日に設
立され、２月 15 日から特別勘定で株式買取り業務を開始した。現在、銀行界に対し
て積極的に活用するよう働きかけている。 

    「（３）ＥＴＦ商品の拡大」について。ＴＯＰＩＸ、日経 225 などのＥＴＦが既に
上場されているが、加えて、業種別の株価指数というようなＥＴＦで組成できるよう
にしたい。これは財務省の省令などで手当てをすればできる。ＥＴＦの商品のバラエ
ティーが増すということ。 

    「４．貸し渋り対策等」では、民間金融機関の中小企業貸出をもっと盛んにしてい
ただきたいということだが、（１）の「②民間金融機関からの資金供給の円滑化」で、
金融機関も収益を上げなければいけないということで、金利が高くなるが、無担保・
無保証の貸し出しを積極的にやっていただいている。また、審査の迅速化では、民間
団体にある中小企業の経営指標の蓄積を活用して、審査の迅速化を図るようなことを
促進していく。 

    ６ページ目の「（２）経営実態に応じた検査の運用確保」について。既に、検査マ
ニュアルの中で、中小企業の特殊性に配慮するようにと書いてあるが、その徹底を図
るため、立入検査中にモニターをするとか、立ち入り後に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申出をすることで、できるだけ実情に配慮した検査の
結果を出すことで対処していきたい。中小企業向けの検査マニュアルを別につくれと
いう意見もあるが、ダブル・スタンダードみたいなことに誤解を受けるので、いろん
な配慮をした場合の具体例を、判例のように蓄積し、それを共通の財産にする。検査
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官もそれを持ち、金融機関もそれを持っているということで対処していきたい。 
（平沼議員）  私からは「４．貸し渋り対策等」を説明する。 

中小企業の資金繰りが一層厳しくなっている現状を踏まえ、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した。具体的には、①のとおり昨年
12 月に創設した売掛債権担保融資保証制度を積極的に活用する。実施から約２か月
経過したが、融資額ベースで７億円、22 件。特別保証制度のときも立ち上がりは非
常にシュリンクがあったが、同じ２か月というインターバルでは、特別保証の場合に
は大体７万件とか８万件という実績があった。もっと強力に利用促進を推進する。 

    制度普及のネックの１つに、国・地方公共団体や大企業向けの売掛債権の譲渡禁止
特約があるので、関係省庁等の協力を得ながら、この解除に努め、全国にある商工会
議所、商工会連合会や経済産業局を動員しＰＲをしていく。 

    「③セーフティネット保証・貸付の着実な実施とその拡充」では、これまでの利用
実績を踏まえ、更に制度の拡充によって、一層の活用を図りたい。具体的には、要件
の緩和により利用できる中小企業の範囲を拡大する。また、金融機関からの貸し渋り
を受けている中小企業への無担保貸付制度を創設する。セーフティネット保証・貸付
は、平成 13 年１月～14 年１月の１年間で約 58,000 件、１兆 8,000 億円の実績があ
る。そこを拡充し、更に条件緩和していきたい。 

    特別保証制度は２年、20 兆円でスタートしたが、更に１年延長して 10 兆円上乗せ
をした。昨年の３月 31 日までの特例措置で実施をし、172 万社、29 兆円の利用があ
った。代位弁済率は、最終的には 10％と想定していたが、３％台にとどまっている。
中小企業の経営者は頑張っており、苦しい中で一生懸命返しているということ。 

    しかし、こういう状況のため、実績で 12 万社に対し、いわゆる支払い条件の変更
をした。ＢＳＥ問題や大型倒産、取引金融機関の破綻等もあり返済資金に困っている
中小企業があるので、枠を少し拡大して、原則申し出があればそれぞれの実情に応じ
た返済条件変更が行われるという形で対応していく。 

    申し上げた各施策は、順次実行に移していくが、いずれも年度内にできるだけ早く
実施するという体制でやっている。 

（竹中議員） 吉川議員、どうぞ。 
（吉川議員）  有識者議員からの「デフレ対策について」というメモについて説明する。

デフレ対策は時間との競争という面がある。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、留意していただきたい点がある。 

    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。不良債権の状況については、現在、特別検査が厳正に行われ
ていると認識しているが、その結果を踏まえ、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、あらゆる措置を取ることをお願いしたい。これ
に関し、政府と日本銀行がこれまで以上に一体となって、是非ともこの問題を注意深
く見て、金融システムの安定ということを確保していただきたい。 

    構造改革によって経済を活性化するには、規制改革と並んで、税制改革が一つの大
きな柱になる。今後、税制の抜本的な見直しが行われるが、経済活性化という観点も
重視して、積極的かつ前倒しできるものは前倒していただきたい。 

    また、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
るだけ早く実行する。とりわけ、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、規制改革ともからめて、で
きるだけ前倒しでやっていただきたくことが大切なことだと思う。 

    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
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ているが、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。それとの関連
で、物価連動債の発行や物価統計を注意深く精査する必要がある。 

    最後に、本日の対応策というのは、これで対応の終わりだというのではなく、本日
のデフレ対応策は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。 

（速水議員）  デフレ対策について、日本銀行としては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いる。今後も、潤沢な資金供給を行
うこと、また、最後の貸し手としてのシステミックリスクを防ぐこと、この両面で中
央銀行としてなし得る最大限の努力を行っていく。具体的な政策の判断については、
政策委員会にお任せいただきたい。  

【 速記中止 】  
（竹中議員） 与党政策責任者会議において、与党のデフレ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欲しい旨の要請がありましたので御報告する。 
  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
されている。このたび同計画案がまとまったとのこと。 
では、総理からご発言願います。 

（小泉議長） 世論に感度を良くすることと、それに対してうろたえるというのは別の話。
支持率が下がったから構造改革が進まないというのはとんでもない話で、支持率が低
かろうが高かろうが関係ない。 
  外国でも、国内での小泉内閣への批判を取り上げて、日本は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理解されていない。もちろん、今回が最
後だとは思っていない。不良債権処理の加速とデフレ対策が矛盾すると言われるが、
第１次、第２次補正予算を組み、そして今、本予算を審議している。やるべきことは
やっている。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。
だから、もっと自信を持たなければいけない。日本経済に対して本当に最近こらえ性
がなくなった。各国それぞれ問題はある。 

    もっと自信を持ってやるべきことをやる。今、上手にやっている。時間はかかるが、
例えば都市再生は、特別措置法案を出している。民間がやりたいと思う具体案が出て
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。３月に法案は通
るだろうし、４月から東京都などはすぐでもやりたいと思っている。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。燃料電池も低公害車もそうだ。 

    具体的に進んでいるので、口だけだとか何もやってないという声にうろたえる必要
はない。着実にやっており、これからも必要に応じていろんなことをやっていく。だ
から、議論の経過ではどんな意見があっても結構。支持率が下がろうとも、今は安定
しているから、この大きな流れに抵抗勢力は抵抗できない。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。改革に足を引っ張る勢力
はない。それを支持率が低いから危ないという話はとんでもないこと。全く関係ない。
だから、もっと自信を持ってやるべきことをやっていく。議論は良い。まとめていっ
て欲しい。 

（塩川議員） 国民に分かりやすく説明することが大切。そうでないと国民がわからない。 
（小泉議長） 要は、デフレ対策はこれで終わりではなく、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ことが大
事。いろいろな議論をするのは良い。自信を持ってやっていきましょう。 

（平沼議員） 改革というのは、例えばサッチャーだって十何年やっています。 
（小泉議長）  メーカーでも、新製品を出すのに何年も掛かっている。 
（平沼議員）  レーガン、ブッシュ時代の果実を刈り取ったのはクリントンです。 
（竹中議員） ありがとうございました。 
                                   （以 上） 


