
平成 14 年第 10 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 10  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 4 月 16  日(火) 17:00～18:32 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席者 

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 片山 虎之助 総務大臣 

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 

島田 晴雄 内閣府特命顧問 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)金融面（不良債権処理等）でのデフレ問題への取組 

(2)金融面以外でのデフレ問題への取組 

(3)経済の活性化戦略について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○デフレ問題への取組（進捗状況） 

○特別検査の結果等について（柳澤臨時議員提出資料） 

○我が国金融システムの中期的課題（速水議員提出資料） 

○特別検査を踏まえた不良債権処理の一層の促進に向けて（有識者議員提出資料） 

○デフレ問題克服の進め方について（有識者議員提出資料） 

○６月のとりまとめに向けた三原則について（塩川議員提出資料） 
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○需要創出型構造改革の推進をー構想から推進へー（島田内閣府特命顧問提出資料） 

○経済活性化戦略 ヒアリング報告（概要） 

○サービス経済化について（平沼議員提出資料） 

○「国民運動」としての経済構造改革と企業改革賞の創設（平沼議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第10回の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はお忙しい中ありがとうございます。 


（報道関係者退室） 


○金融面（不良債権処理等）でのデフレ問題への取組について

（竹中議員） それでは、まず、本日の議題について御説明いたします。本日は、「金

融面（不良債権処理等）でのデフレ問題への取組」、「金融面以外でのデフレ問

題への取組」及び「経済の活性化戦略」について御審議をいただきます。 

本日の議題のうち、「金融面（不良債権処理等）でのデフレ問題の取組」、「金

融面以外でのデフレ問題の取組」、これに関して柳澤大臣に臨時議員として御出

席をいただいております。また、「経済の活性化戦略」に関して、後ほどではあ

りますけれども、島田晴雄内閣府特命顧問に御出席をいただきます。 

それでは、「金融面（不良債権処理等）でのデフレ問題の取組」について議論

をさせていただきたいと思います。 

お手元に、「デフレ問題への取組（進捗状況）」というのがございます。これ

は２月27日に、「早急に取り組むべきデフレ対応策」について整理をいたしまし

て１か月が経過しておりますが、今般、内閣府としてデフレ対応策の進捗状況に

ついてとりまとめたものがお手元の資料でございます。時間の関係がありますの

で、御承知のことかと思いますので、説明は省略させていただきたいと思います。

後ほど是非、御確認をいただきたいと思います。 

柳澤大臣においでをいただいておりますので、柳澤大臣の方から御説明をお願

いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

（柳澤臨時議員） それでは私の資料を、「柳澤臨時議員提出資料」というのが一ま

とまりになっておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

３部構成になっていまして、今、竹中議員の仰られた特別検査の結果でござい

ます。それから第２部が、それを含むところの主要13行の14年３月期の決算と言

いたいところですが、未だ決算は確定していませんので、大まかな財務内容を集

計したものということでございます。それから、３番目が特別検査等を発表した

際に、私どもがより強固な金融システムの構築に向けてということで、新たな施

策を３本プラス１つ、これを発表させていただいておりますので、それを一緒に

綴じさせていただきました。順次、御説明をさせていただきます。 
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まず、第１ページでございます。これは、主要行に対して特別検査をいたしま

した。スタートは、１の日程のところにありますように、13年10月末でございま

した。着手をいたしまして、これは検査の予告というのをやるんですが、検査開

始通知です。これをやりまして、そこから立入検査がいつでもできるということ

になります。11月の中でも立入りした訳でございますが、本来、14年１月から３ 

月までの３月末決算に向けて各行が行う自己査定作業にこちらが関与していくと

いうことが目的でございまして、第１ラウンドは年内にやりましたけれども、第

２ラウンドというか、その自己査定の作業に私どもが加わりまして検査をすると

いうことをやらせていただいた訳でございます。 

やり方は、検査内容のところにありますように、相手先は、初めから言ってい

るように、株価や外部格付などが著しく変化を生じている等の大口債務者につい

て、原則としてメイン行ということですが、共同メイン、協調メインの場合には

その３行なり２行なりに入る訳でございますが、基本的にメイン行ということで

検証するという作業の方法をとりました。具体的には、検査の対象になっている

銀行当事者と、それから外部監査人と私ども、三者の共同作業によってこの検証

の作業をやったと、こういうことでございます。 

対象行は、主要行13行ということでございました。ということが１の 初のと

ころに書いてあります。 

結果はどうだったかということでございますが、貸し出した企業の単位にして

149 について行いました。これは、 初は137 ぐらいでスタートをしておったん

ですが、そのうちに株価が下がってきたりしまして、これも対象にしなければい

けないということで、途中で増やしまして、合計で149 になったということでご

ざいます。そして、それへの与信額、債権額でございますが、12. 9兆円であった

ということでございます。 

それを検証した結果どうなったかということがその下に書いてある訳でござい

まして、「遷移」という小難しい言葉があります。下位に遷移した、両方とも移

るという意味でございますけれども、要するに検査マニュアルでよくこれは使っ

ている言葉でございまして、吉川先生なんかは「経済学でも統計学でも使ってい

るよ」と仰っていますが、遷移というのがありまして、その債務者が結局149 の

うち71先、概ね50％と言いたいところですが、大体50％近くが下に落ちたという

ことでございます。先数では約半分近くということですが、この与信額にすると

大きなところが落ちていますから、これは7.5 兆ということで50％以上のものが

落ちているということでございます。 

落ちたもののうち、破綻懸念先以下となった債務者数は、そのまた半分ちょっ

と足らずのところで34先ということでございまして、そして、この与信額は、ほ

ぼ半分の3.7 兆ということでございます。それらのうち、実は「うち４業種」と

書いてある訳ですが、注の１を見ていただきますと、要するに建設、不動産、卸・

小売、ノンバンク、いわゆるこの４業種というものが非常に大きなウエートを占

めていることがそれぞれのところで分かる訳ですが、特に、 後の不良債権処分
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損、これは与信費用ということで、引当なり償却なりをする関係で損益上の損金

になる。損になる金額が1.9 兆あったと、こういうことでございます。それらの

うち、４業種は1.7 兆ということで、90％も実際の処分損では４業種が占めたと、

こういうことになったということでございます。 

そういうことで、次のページがその詳細でございますけれども、この13年９月

期に、我々の市場の評価が著しく下に下がったというものを拾った訳ですが、必

ずしも要注意だけ拾った訳ではないということで、正常先にまでそういうものが

ある場合がありまして、それは拾いましたということでございます。要管理とい

うのは広い意味で要注意先ですから、当然拾っているということでございます。

それがどのように遷移したかというのが14年３月期の欄にある訳でございまして、

詳しくは申しませんけれども、非常に多くのものが不良債権になったと、こうい

うことでございます。 

それの４業種の内訳というものがさらにまた下に書いてありまして、これらの

ことについては、今後またアナリスト等が分析するだろうと思いますが、要はこ

ういう分布状況もきちっと出すことによって、この特別検査というものをできれ

ば信頼してもらいたい。我々としては信頼に足る検査であったということを、こ

ういう表までディスクローズすることによって、これを確保したいということで、

これを示させていただいた訳でございます。 

次の３ページ目にいきまして、これらを含みますところの13行の14年３月期、

つまり、13年度末の決算はどのようになったかということでございます。それが

そこにございますように、文章の形でも書いてある訳ですが、次の４ページを開

いていただきますと、計表の形でそれらが明らかにされております。 

業務純益というのが13行計で４兆円になっております。それに対して、不良債

権処分損、これはさっきの1.9 兆を含めてでございますけれども、実質は欄外に

書いてあるところでございまして、７兆8,000 億の処分損が立ちましたというこ

とでございます。ただし、そのうち、7,000 億足らずのものが東海銀行のもので、

東海銀行は、三和と一緒になって合併をしましたので、そのときに生じた合併差

益でもって、この7,000億近くの損を消しております。そこで、この新しい体制で

の不良債権処分損としては、７兆1,000億が表面に出てくるということでございま

す。 

さらに、この有価証券の方の損がございまして、それは二手に分かれる訳でご

ざいまして、例の50％、30％減価したものについては、損益上の減損処理をしな

ければいけないというのが、「その他有価証券の減損処理額」ということで、こ

れが１兆5,000億でございます。30％減価とかあるいは50％減価しない有価証券に

ついては、バランスシート上で評価差損というものを立てる訳でございまして、

それがほぼ１兆4,000億ある。こういうことで、有価証券絡みの損というものが合

わせて２兆9,000億なり３兆円近くに上ったと、こういうことでございます。 

したがって、４兆の実質業務純益に対して、不良債権で７兆1,000億、それから

有価証券の減損処理で１兆5,000億円ぐらいでございますので、その結果、経常利
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益としては４兆8,000 億のものになりまして、当期利益で３兆4,00 0億の赤字とい

うことになります。三菱信託以外は、ほとんど当期利益というのは、全行赤字と

いうようなことになりますと、こういうことでございます。 

そうして、それだけの赤字がありますので、当然これは自己資本を毀損してい

く訳でございますけれども、その赤字による自己資本の毀損の結果、どのような

自己資本比率になったかといいますと、一番右の欄にありますように、各行若干

ばらつきがございます。特に、大和ホールディングスの欄にございますように、

あさひは８％台半ばということですし、大和は８％そこそこというような状況に

なっておるということでございます。そういうことですが、これら両行はともに

国内基準行になっているということもございます。しかし、大和ホールディング

スはこれではちょっとやはりということで、増資を考えているということも、こ

の財務内容概要を発表した12日の日に既に発表をしているところでございます。 

いずれにしましても、そのようなことはありましたけれども、全体を総平均い

たしますと、自己資本比率は10％台半ばということで、まあまあのラインとなっ

ているということであると我々は思っているところでございます。 

そうして、このような決算の概要と申しますか、そういったこと、それから、

特別検査の結果を発表いたしたんですけれども、その際に、私ども３つプラス１ 

つの、これはかねてから言っていることですので、ちょっと別紙に分かち書きを

させていただいたんですけれども、これを発表させていただきました。それが５ 

ページからの文章でございます。 

まず第一には、「不良債権処理の促進」ということでございます。これは不良

債権の処理を今まで２年、３年とよく言っておりましたが、２年というのはもう

既に済んでおりまして、これから出てくる不良債権のうち、破綻懸念先以下の債

権については、発生した年の翌年が第１年度ということで、３年度間にわたって

処理をするということを言っておった訳ですが、この枠組みをさらに確実なもの

にするために、今度は１年目、２年目というようなものにどう対処してもらいた

いかということを明確にさせていただきました。 

これは要は、２年ぐらいで前倒しで処理をしてくれということを意味している

訳でございまして、「１年目には５割終わってださい」、「２年以内にその大宗、

少なくとも８割は終わってください」と。「３年目に残るのは例外的になかなか

交渉が難しいようなものに限りますよ」というようなことで、いわば３年内の処

理というものについて、もう少し明確な目標というか、そういう枠組みを更に細

分して設定をさせていただいたということです。 

そういうことをやってもらうからには、それが市中で、民間で、例えば売却等

できなかった場合、どうするかということをちゃんとあらかじめ示しておかなけ

ればいけないというような意味合いもありまして、上記目標を確実に実現するた

めに、いわば、 後のラストリゾート的にも使ってもらってもいいんですが、Ｒ 

ＣＣを積極的に活用してくださいということで、なんでもかんでも１年、２年、

５割、３割というようなことを何としても実現してもらいたいということをはっ
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きりさせました。 

それから、２番目でございますけれども、これは、検査というものにつきまし

て、今までのようなローテーションということを、もうちょっとアメリカの常駐

型。このアメリカの常駐型というのも必ずしも検査をやっている訳ではなくて、

どっちかというと、監督も一緒にやっているというようなのがアメリカの常駐型

の検査体制のようでございます。例えば、アメリカではデリバティブなんかで新

しい商品を出すというときに、すぐにその現場に行ってどういうものを出すんだ

というようなことを調査するというような体制をとっているのでございますが、

我々の方のものは、むしろ検査の方でございまして、例えば、さっきの特別検査

と同じように、非常に市場の評価が急変したというようなものは確実に決算期と

いうか中間期、それから 終決算期を含めまして、そこに反映をさせようという

ようなことも含みまして、検査の徹底というものを図っていこうということでご

ざいます。 

考え方としては、私どもの検査局というのは、部門制をひいておりまして、数

人の者が一部門を構成するということでやっておる訳ですが、それらのうち、５ 

部門を先ほどの大手13行が５つのグループにほぼ分かれていますから、そういう

もので一部門が一つの金融グループを専担すると。専門に担当する、継続的に担

当するという仕組みを導入させていただく。そうして１年を通じて、先ほど言っ

たようなことが起こったようなケースには確実にこれに対応していくということ

で検査の実を上げたいと、こういうことを考えております。 

○の２つ目は、これはデリバティブとかというような、あるいは今度の残念な

みずほの例なんかの、要するにシステムリスク等についてですが、それに加えて

内部監査体制というような、どちらかというと信用リスクでない面については、

デリバティブとか、そういうシステムリスクというのは別途の専門知識が必要に

なりますから、それを民間出身の専門家を登用した専門班が、これは遊撃的に横

断的に実施するということを考えております。 

それから、３番目に金融機関の合併促進ということでございまして、これは、

結局、地域の金融機関というものを考えますときに、まだまだ色んな意味で脆弱

であるということでございます。中には経営者の、これは塩川大臣からもお伺い

したことですけれども、ちょっとやる気を失うというか、難しく経営がなりすぎ

ているというようなことで、色々問題のあるところもあるということで、今すぐ

財務状況に問題があるという訳ではないんですけれども、放置できないと。それ

から、今日あたりの国会の論議を聞いていますと、確かに地方の金融機関という

のは人材不足を嘆いておりまして、その意味でもある程度集約をしないと適切な

人材が確保できないと。経営がおかしくなっちゃうというような見方もあるよう

でして。したがって、ここで合併を促進したいというふうに私どもは考えたとこ

ろでございまして。どういうことでインセンティブをつけていくかという施策の

内容については、これからちょっと財務省さんとも色々相談をさせていただいて、

中身を詰めてまいりたいと、このように考えているところです。 
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後は、中小企業向けの例の金融検査マニュアルの具体例ということでござい

ますが、これについては、色んな御要望もありましたので、別冊を作りまして中

小企業への融資を検査する場合には、こういうことを配慮しろということについ

て解説と実例を収集して、それを別冊として配布するということにしたいという

ことでございます。これはパブリックコメントに今かけましたので、色んな御意

見が寄せられると思いますが、そういうものを集約して良いものを作っていきた

いと、このように考えております。 

それから、 後の「○」でございますけれども、これは、金融検査の効率性と

いうこともありますし、現実に非常に小さい債務者についてまで、一々厳しい検

査をするというのも色々効率が悪いということと、仮にそれが問題としても、ど

れだけその金融機関の財務状況に影響があるんだというようなこともございます。

率直に言って私も問題意識を持っておりまして、結局、資本勘定の１％というこ

とでございますが、絶対額としては、2,000 万というのと、どちらか小さい額と

いうんですか、要するに資本勘定の１％未満の小さな債務者については、しっか

りした金融機関の場合には一々検査をしないと、自己査定に委ねると、こういう

ことにして、「○」の１に書いたような趣旨を更に徹底したいと。こういうこと

を今回打ち出させていただきまして、この 後の点は、金融検査マニュアルに明

文で追加します。金融検査マニュアルそのものの改定ということになります。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、この問題に関連しまして速水総裁と民間有識者議員からそれぞれコ

メントが出ておりますので、すみませんが、時間の関係で手短にお話をお願い申

し上げます。 

（速水議員） 極めて簡潔なメモと図表をお届けしてございますが、若干の説明をさ

せていただきます。金融システムの中期的課題ということでございます。 

まず、現況は今、柳澤大臣から御説明がありましたように、特別検査を踏まえ

まして、主要行の不良債権処理が促進された点は評価したいと思います。 

それから、(２)の「各金融機関による対応」でございますが、第一に、この不

良債権問題、景気の状況や構造改革の進展を踏まえますと、今後も新規の不良債

権の発生とか、既存の不良債権の更なる劣化ということが続く可能性があります。

不良債権問題の克服が引き続き 重要課題であると思います。 

その次に、資産内容でございますが、各金融機関は、特別検査の対象企業はも

とより、それ以外の企業についても、その経営、財務状況を丹念にチェックして

いく必要があると思います。また、そうしたチェックを踏まえまして、不良化し

た債権を適切かつ迅速に処理して、資産内容を改善することが重要であると思い

ます。特に、我が国の経済に占めるウェイト、銀行貸出に占めるウェイトが大き

い非製造業の中堅中小企業の体力が弱っている点に注意する必要があります。こ

こでちょっと次のページの図表をご覧いただきたいと思います。 

企業の、いわゆる借り手の方の実質自己資本比率という、これは右の上にある
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丸い表でご覧のように、従業員の数のシェアで言って、製造業というのは、大企

業、中小企業、中堅企業を入れて約３割、非製造業の方が約７割でございます。

それらの企業、借り手企業の自己資本比率、これが銀行を大きく左右することに

なる訳ですが、左の上の全産業・全規模、これは80年から85 年の平均を100 とし

まして、今どこまで下がっているか、全体で約３割下がっております。 

そのうち、製造業の大企業につきましては、むしろ、ちょっと上がりぎみであ

って、ほとんど下がっているという感じではございません。製造業の中堅中小企

業、その下でございますが、これも10％ぐらい下がっておりますけれども、大き

な下がり方ではございません。右側の非製造業の大企業、これは既に30％程度の

下がり方を示しております。それから、その下の非製造業の中堅中小企業、これ

が５割程度の下がり方をしておる訳でございます。この点がかなりの銀行にとっ

ての重荷であり、日本経済にとっても大きな重荷であるというふうに思います。 

その次のページで、貸出全体と不良債権、リスク管理債権の残高を業種別に見

ていただきたいと思いますが、これは大体１年前になりますが、貸出残高494 兆

円の構成比、これは地銀も含めてですが、これで製造業の方は14. 5％、非製造業

の方は59.7％、一番右のその他、これは個人とかそういうものですが、25.8％、

その貸出残高のうちのリスク管理債権残高構成比でございますが、全部で33兆円

のうち、製造業は、9.3 ％、非製造業がなんと82.5％ございまして、一番右のそ

の他が8.2 ％です。非製造業の業種としては先ほども４業種というお話がありま

したが、不動産業が27. 1％、サービス産業が21.5％、卸・小売が16％、建設業が

10. 8％で、これだけ４業種に集中しているということを申し上げたいと思いまし

た。 

ついでに、次のページにもう一つ、これは直接関係ございませんが、今朝の新

聞でＳ＆Ｐが国債の格付を下げたということでございますが、ムーディーズが既

に昨年12月にＡａ３というところへ日本の国債の格付を下げております。今度の

Ｓ＆ＰもダブルＡマイナスということになっておりますが、今後気になるのは、

銀行の方がどうなるかということでございます。４大銀行について下の表でご覧

いただいて、やはり国債の格付が下がるときには銀行の格付も下がってきており

ます。ここへきて、４大銀行の一番上は東京三菱ですが、その他の銀行はこの下

にあって、2000年でちょっと上がっていますが、それがずっとここまで来ている。 

そういうことでございまして、また、 初のページにお戻りいただいて、ここ

で銀行にとって大事なことはやはり収益力というものだと思います。資本基盤を

更に充実させるためには、収益力の強化が大前提となると思います。適正な貸出

利ざやの確保とか、自らの事業再構築など、一層の自助努力によって収益力の改

善を図っていくことが是非とも必要であると思います。我が国金融機関の格付は

近年低下を続けております。国も民間も内外からの信認回復を図るために、全力

を傾注していく必要があると思います。 

３つ目は、危機対応でございますが、資料には書いてございませんが、以前か

ら申し上げておりますとおり、今後更に不良債権処理を進めていけば、その過程
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で自己資本が十分とは言えなくなる事態もあり得ると思います。こうした状況の

下で、金融システム全体の安定について疑問が呈せられるような事態に陥った場

合には、公的資本注入を含めタイミングを逸せず早めに対応していくことが必要

であると考えます。 

４つ目は、公的金融の位置付けでございますが、一言だけ申し上げますと、民

間の補完に徹するという観点から、優良企業に対する融資業務など民間と競合す

る分野について、中長期的な観点から見直しを行っていくことが必要であると考

えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 吉川議員お願いします。 

（吉川議員） それでは、お手元Ａ４、１枚紙「特別検査を踏まえた不良債権処理の

一層の促進に向けて」、私ども４人の名前が書いてある紙を御覧下さい。 

時間の関係もありますので、手短に言わせていただきますが、私ども特別検査

を通じて、不良債権処理に進捗が見られたことを評価いたします。これが我が国

の金融システム健全化の第一歩となることを期待しております。ただし、今回の

検査でも、先ほどの柳澤大臣から御説明があったように、半年前の銀行の見込み

よりも、1.4 兆円、これは業務純益の３分の１くらい不良債権額が増加している

訳であります。こうしたこともありますから、当然、不良債権処理を一層進めて

金融システムの安定・金融仲介機能の正常化を実現することが引き続き政府の重

要な課題である。 

金融庁におかれましては、そうした検査等を更に続けていただくということで

ありますが、経済財政諮問会議としても、適宜、金融庁から御報告いただきつつ、

不良債権処理の促進や金融システム安定化に向けて、実効性のある対応を今後も

この会議でも検討していく必要があると考えております。 

それから、金融機関においては自己資本比率を保つだけでは不十分であって、

何よりも競争力、収益力の向上を図ること、これが不可欠である。そのためには、

業務の内容を見直すというようなことも必要でしょうし、ただいま日銀総裁から

もお話がありましたが、政府においても、政府系金融機関のあり方を検討すると

いうことが必要であろう。 

続いて、不良債権処理というのは債務者側の問題でもある。再建されるべき債

務者について、再建の計画というのが現実的かどうか、こうしたことも十分検討

して産業サイドのリストラも進める必要がある。この点に関しては幾つかの関係

省庁が協力する必要があるということを言っております。 

また 後に、不良債権処理との関係で、中小企業の退出も問題になる。つまり

スムーズに退出できないことが非常に問題であるということなので、そうした環

境整備をしていただくことも必要だということを述べております。 

以上、私ども４人で相談した結果をまとめたものでありますが、ごく簡単に私

個人のコメントもさせていただきたいと思います。 

不良債権の問題というのは、一つは銀行の資本、バランスシートの問題、それ
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から銀行の収益性の問題、それから借り手である企業、産業サイドのリストラ、

構造改革の問題、この３つがある訳ですが、その３つについてそれぞれコメント

させていただきます。 

まず第一にバランスシートですが、今回の特別検査では、先ほど柳澤大臣から

も御説明があったように、自己資本比率ということに重点が置かれている訳であ

ります。確かに８％の自己資本比率というのは、国際基準行にとっては、これは

満たさなければいけない基準でありますから、これを満たさなければ失格という

意味では非常に大切な基準である。そこをしっかり見られた。これは重要ですが、

しかしながら、銀行が満たすべき必要条件といいますか、前提条件であり、この

数字が満たされていればそれで問題ないかというと、逆は必ずしも真ならずとい

うことがございます。 

問題はどういうことかというと、ポイントは、銀行が金融仲介機能を健全に果

たしているかどうか。そこが問題である訳ですが、どうもマクロの指標を見ると、

首をかしげなければならないような、そうしたデータもございます。例えば、日

本銀行は現在ハイパワードマネーを年率で30％くらい出しています。蛇口のとこ

ろでは年率30％でお金が出ている。しかしながら、銀行の貸出というのは３％ず

つ減っていっている訳です。蛇口で30％出して、出口で３％減っているというの

は、やはり銀行にどこか問題があるのではないか。あるいは４月１日に発表され

たと思いますが、日銀の短観を見ても、銀行の貸出態度といったようなものの指

標が急激に下振れしております。これも金融を緩和している中で、そうした指標

が下振れするというのは異常なことだと思います。こうしたマクロの指標を見ま

すと、日本の銀行が金融仲介機能をノーマルに果たしているか、正常に果たして

いるか疑問視せざるを得ません。その意味で税効果会計等、資本の質も含めて、

銀行の自己資本は健全かという問題が依然として残っていると思います。これが

第１点であります。 

それから第二に、銀行業の問題として低収益ということがございます。これは

もちろん不況の影響もありますが、やはりビジネスとしての金融業全体の構造、

オーバー・バンキングとよく言いますが、こうした問題があります。あるいは銀

行の経営のあり方、ガバナンスというような言葉もよく使われますが、銀行の経

営がちゃんとなっているのか、こういうようなところがやはり問題ではないか。

幾らバランスシートのことを問題にして、不良債権処理をしても、銀行業が業と

してフローで収益を上げていなければ、じり貧になることは間違いない訳ですか

ら、何と言っても銀行業が一つの業として、ビジネスとして収益をきちんと上げ

るような構造を作らなければいけない。こういう問題があります。したがって、

その意味で金融庁が、例えば、銀行の収益指標、例えばＲＯＡ、ＲＯＥと呼ばれ

るような指標も問題にしながら、あるいは精査しながら監督に当たるということ

も必要ではないか。自己資本比率が大切だということはそのとおりですが、ほか

の指標もやはりきちんと見ていく必要があるのではないか、このように考えます。

後に、産業サイドのリストラ、これは一番大切なことは、今回の検査でも債
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権放棄対象企業の再建計画が現実的なのか、こういうことが大変問題になったと

思います。厳正にされているとは思いますが、今後更にこうした点を見ていく必

要があると思います。こうしたことを踏まえて、先ほど日銀総裁からもお話があ

りましたが、今後、柳澤大臣、金融庁、そして日本銀行が、今まで以上に協調し

ていただいて、危機管理、あるいは不良債権処理の問題というものに当たってい

ただきたいと思います。今回の検査で進捗が見られたことは私どももちろん評価

する訳でありますが、しかし問題はやはり残っている。したがって、更にこの点

を検討していただければと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、今のテーマにつきまして議論を

いただきたいと思います。 

（本間議員） 今、吉川議員のお話を補足させていただきたいと思います。私も、今

回の特別検査、これが我が国の金融システムの安定化にとって重要な前進であっ

たということに関しては同じ評価をいたしております。その上で、第一に、次の

ステップとして何をやるかという問題が非常に重要であろうというふうに思いま

す。そのことは、ステージ１の数値の読み方等においても、未だ市場関係者等か

らは疑念が表明されているような部分もございますし、我々もその十分な意味と

いうものきちんと理解しているかどうかということになりますと、まだ幾分懸念

があるということでございますから、セカンドステージの部分の 初の段階では、

今のデータ等を使いながら、説明責任をより明確にする工夫をしていただきたい

というのが第１点であります。つまり、同じ材料を使っても、もう一段踏み込ん

で説明できる部分があるのではないかというのが第１点であります。 

それから第２番目の問題は、金融システム全体の安定性を維持するということ

と、各個別金融機関の安定性という問題は同じ側面もありますけれども、利益相

反をするという部分がございます。この点に対して、特別検査等を通じて昔の裁

量行政が復活したのではないかという指摘が実はあります。この行政の立場と金

融機関の関係を識別しておきませんと、監督責任と経営責任の明確化がきちんと

仕分けできないということがございます。したがって、次のステップとしては、

これまでは言わば自己資本比率８％を一つの目安にして検査をしてきた訳であり

ますけれども、今後やはりパフォーマンス、アウトプット的な指標というものを

明確にしながら、金融機関の責任と監督責任の明確な分離というものを意識して

いく必要性があるのではないか。その点では、先ほど吉川議員の方からも話がご

ざいましたけれども、ＲＯＡとか、ＲＯＥとか、あるいはティアワン比率である

とか不良債権比率、こういうものについて目標を設定して、継続的にサーベイラ

ンスをし、安定的な経営の問題と、金融システムの安定性の問題を責任の区分を

明確にした上で維持していくということが恐らく非常に重要なポイントになって

くるのではないかという気がいたします。 

これは、実は自己資本比率が大丈夫かどうかという問題にも関連をする訳であ

りまして、例えば、税効果を自己資本の中に入れておりますけれども、これは将
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来の稼ぎの部分のところが明確にされませんと、それが正当な税効果なのかとい

うことが分からない訳でありまして、将来の金融機関の現在価値としての価値を

どういう具合に明確化していくかということを是非御検討をいただきたいという

具合に思います。 

明確なルールを私が申し上げておりますのは、やはり金融機関のガバナンスの

問題を私は非常に懸念をいたしているからです。今回のみずほ銀行のマネジメン

トと危機管理能力のなさということを考えましても、そこの部分のところのガバ

ナンスをどのように、きちんとしたガバナンス体制というものを内部的にあるい

は外部的に設定をしていくかということが重要だと思います。少し具体的な形で

吉川議員を補足させていただいたということであります。 

以上です。 

（竹中議員） 平沼議員。 

（平沼議員） 私ども今回の特別検査を評価をさせていただきたいと思っています。

その中で、特に、中小企業に対して一つのマニュアルというのを作っていただい

たということは、私どもとしては、大変評価をこれまたさせていただきたいと思

います。 

それから、政府系金融機関のあり方ですけれども、ここで議論をするというこ

とになっていますが、私どもも、それは「民でできることは民」とこれが原則で

ございます。しかし、現況の中小企業に対する非常に厳しい状況を見ますと、こ

れは今、機能していると。こういうことですから、将来そういう形でということ

は分かりますけれども、現在では活力があって潜在力のあるところに対しては、

やはり日本経済の99. 7％を占めている中小企業の活性化は必要ですから、それは

当面継続をしなければならないと思っておりまして、これは将来の課題として、

私どもも日銀の総裁の仰る意味は分かる訳ですけれども、そういうこと。 

それからもう一つは、先ほどお話になった退出しやすいシステムを作る。これ

は当たり前のことでありまして、これはこれで私どもも検討していかなければい

けない大きな課題だと思っています。 

以上です。 

（竹中議員） 塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 金融関係に関しまして、ひとつ金融庁で主導的に指導してもらいたい

と思っておりますのは、先程来、出ておりますように、金融機関が儲けなければ、

利益を出さなきゃ駄目なんだ、ということなんですね。その方法の一つとして、

中小のいわば信用金庫だとか、あるいは地方銀行、これの貸出に対するリスクが

ある程度高くなってくるのはやむを得ない。その代わり金利もしっかりととる。

そういうことを考えて、そこらを指導していただいて、もっと積極的に貸出でき

る体制を、貸倒引当金とか検査上の指導もひとつ必要だろうし、また税制上も必

要であるならば、私は考慮しても良いんじゃないかと思っております。そこらの

総合的な政策をひとつ考えてもらいたい。信用金庫は大銀行と同じように、年

1.8 ％で貸す、２％で貸すといったら、これは貸せない話になってくる。だから、
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貸し渋りが起こってくる。そして店舗の目減りというものもカバーしていかなき

ゃならんと。そこらの点を金利でカバーできるような誘導を是非ひとつ考えても

らいたいと思っております。そういうことについては、私たちも減税措置のもの

になってくることでありましょうけれども、我々も大いに考えていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしく頼みたいと思います。 

（奥田議員） 両先生からのお話もございましたが、もちろん内容については問題が

ございますが、柳澤大臣から出された資料の４ページで、一番左の業務純益は４ 

兆も出ているということですね。年間４兆出ると、今までガイドラインが出まし

たが、あと２、３年のうちには、言われている不良債権の処理は終わると。もし、

株式とか土地がこれ以上下がらないという前提で考えれば、２、３年先には終わ

ってしまうと、そういうふうに理解して良い訳ですか。 

（竹中議員） 今の点を踏まえてどうぞ。もし御意見がありましたら。 

（柳澤臨時議員） まとめてお話しさせていただきますが、今の奥田議員のお話です

が、これは私ども先般出しまして、７年で半減かみたいなあれがあって、そうい

う推計も試みようと思っています。試みようと思っている訳ですが、いずれにし

ても、そのタイミングはやはり確定決算が出て、13年度の決算がきちんと固まら

ないと、そこをスタートにやらないと、また数字がごちゃごちゃひとり歩きした

りすると混乱しますので、その時期まで待っているというのが現在の状況です。 

それから、そのときに使う遷移率というのがある訳ですけれども、これはすべ

からく改革と展望で示されたような、ああいう名目成長率と絡ませて推計せざる

を得ないと。その関連というのは、似たような成長率のときをとらえるとか、そ

の他色々工夫しますけれども、そういうことで非常に外的な環境ということと関

係せざるを得ないということで、それはちょっとあらかじめお断りをおいて、ま

た時期が来たら何らかの格好でその推計の結果も出したいと思います。今現在、

極めて大ざっぱに推計したところによりますと、さっきの５割、３割というよう

なかなりピッチを上げたオフバランス化をやっていきますと、先ほど本間先生も

仰られた不良債権比率で４％近傍というか、それと与信費用比率で、これはまさ

に収益が関係があるところですけれども、0.3 ％とかにいくようなこともあなが

ち無理でないという感じを私ども持っておりまして、依然として集中調整期間終

了後、今言ったような正常化の状況というものを何とか実現したいし、それから

全く不可能とは考えておりません。 

それで、そういうことと関連しまして、先ほどの収益力の点とかその他お触れ

になった点は、全部これから勘案して政策、特に、また塩川大臣の御指摘の点も

勘案していきたいんですが、ひとつ教えていただきたいというのは、さっき推計

などの話とも関係があるんですけれども、確かに日本銀行が言うように、ベース

マネーを供給しているのに貸出が減っていて、マネーサプライもそれほど伸びな

いということは貸出に大きな、そこにネックがあるということを指しているよう

にも思うんですけれども、貸出が伸びないというのは、金融機関がリスクをとら

ないという貸出側の話と借りる側の需要の話とがかなり渾然一体となっていると
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いうふうに思っています。これは吉川先生なんかに分析していただければありが

たいんですが、我々素人が分析したところだと、先ほどの貸出態度ＤＩなどで相

関関係が深いのは、貸出態度のＤＩは資金繰りＤＩと関係がある。資金繰りＤＩ 

というのは、業況判断ＤＩとももの凄い関係があるというような感じを私どもは

相関関係からは持っておりまして、要は、業況判断が、つまり業況が業況判断Ｄ 

Ｉに反映し、それが資金繰りに意外と相関関係にずばりありまして、それがまた

貸出態度にもあるというようなことでございますので、このあたりのことについ

てはちょっと分析をして、また教えていただければありがたいというように思っ

ております。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の議論に関しましては、要するに、特別検

査の結果に対しては進捗を含めて極めて高く評価したいというのが皆さんの一致

した声であったと思います。同時に、不良債権の償却を一層進めることが更に必

要であり、その先により強固で持続可能な金融システムを作るために残された問

題を更に議論を深めていかなければいけない。これは双方に、金融庁にも御議論

いただきたいし、諮問会議でも、今、 後に大臣から御質問のあったマクロの問

題に関して、我々が深めなければいけない問題もあるのかと思います。そうした

観点からこの問題は引き続き、今日、非常に大きな問題がたくさん出ていますの

で、引き続き議論を深めさせていただくということにさせていただければと思っ

ております。後ほどまたこの問題に戻るかもしれませんが、時間の関係がありま

すので、金融以外のデフレ問題克服の進め方について、民間議員のコメントと、

それと塩川大臣からのメモがございますので、ちょっとこの点を先に御報告いた

だきたいと思います。 

○金融面以外でのデフレ問題への取組について

（吉川議員） それではもう一度、「デフレ問題克服の進め方について」という私ど

もの４人連名の１枚紙、これをご覧ください。全部読み上げませんが、不良債権

処理、あるいは雇用の問題の解決、財政の再建、こうした重要な問題、いずれに

とっても、こうした問題の解決のためにはデフレの克服というのが不可欠である

ということ。足元では景気の底入れに向けた動きが見られる。日本経済ようやく

トンネルの先に少し明かりが見えてきたという状況だと思いますが、ここで大切

なことは、危機は起こさないという前提の下で、この足元の明るさをいかに民需

主導の持続的な成長につなげるか。これがすべての経済政策の 重点課題ではな

いかと、こう言っている訳であります。 

こうした目標に向けて諮問会議としては構造改革を進めていく。具体的に２つ。

６月を目途に、１つは経済の活性化に関するシナリオを具体化する。もう一つは、

経済活性化に重点を置いた戦略的な税制改革を進める。またさらに、諮問会議と

しては、来年度、15年度の予算編成に向けた議論を深めていくことも必要だ。そ

の際には、今年の第一四半期の国民所得統計の速報が６月の初めに出る訳であり

ますが、そうしたデータを踏まえて、本年度の日本経済がどのように推移してい
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くかということを十分に検討する必要があるということです。 

後は、繰り返しになるかもしれませんが、政府は持続的成長を生み出すべく

構造改革を断行する。一方では、デフレスパイラルに陥ることを回避するために、

今まで議論したとおり、政府と日本銀行が一致協力して臨む、こういうことであ

ります。 

以上です。 

（竹中議員） 塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 私は簡単な話なんですが、実は６月末までに税制改正をまとめるとい

うことが、実は国民全体からもの凄い期待がかかってきておる。そうすると、今

から十分な準備をしておいていただかないと、政府税調もございますし、党税調

もございますし、ここらで整合性をとっていくというのは大変なことになってし

まうと思うんです。そこで、６月にとりまとめる計画をきちんとしておいてもら

いたい。税を審議する計画をまとめてもらいたいと思っておりますので、これは

是非ひとつよろしくお願いしたいと思っています。 

その際に、私の方から税改正に対して３つの原則を考えております。１つは、

税制改正するのに財政規律の観点を離れて財源の話をしてもらっても困る。です

から、減税とそれに対する財源というものは、絶えず頭に入れて考えてもらわな

ければいかんので、例えば、減税を優先するとするならば、それは一定期間内に

おいて、必ず増収あるいは増税等において含みを、きちんとバランスをとってい

くということを是非ひとつ心得てもらいたいと思っておりまして、一定期間内と

いうのは、これは諮問会議で考えていただいて良いことでございますけれども、

必ずそれには税収中立をやってもらうように考えてもらいたい。ですから、減税

先行でも結構でございますけれども、そこが誤解のないようにちゃんとしておい

てもらいたい。 

それから、歳出につきましては、一定の期間を踏まえた、例えば、プライマリ

ーバランスの問題をどうするかということ等も併せて議論をしておいてもらいた

いと思っております。 

それからもう一つ、経済財政諮問会議において成長分野をどうするかというこ

とをしっかりと出してもらいたい。産業構造の変化というものに対するある程度

の示唆なくして、オール・ベター・モーションで減税を議論しましても、それは

ピントがぼけてしまうことがあります。それはかえって産業の活性化に結びつか

ないと思いますので、是非ひとつこの点をよろしく審議をしておいてもらいたい

と思っております。それに伴うところの減税対策であるということを明確に出し

ていきたいと思うんです。 

それから３つの問題として諮問会議で、産業政策のあり方ももちろんでござい

ますが、受益と負担のあり方、それからもっと大事なことは空洞化対策をどうす

るのか、特定財源をどうするのか、それから国と地方との関係をどうするか、世

代間移転をどうするかという問題がございますので、こういう問題をある程度明

示していく。もしそういうようなものに対する指示がないというならば、６月ま
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での間に、あるいは党に、あるいは政府税調でこの問題を積極的に討議してもら

わなきゃ６月に間に合わんということでございますので、これをひとつスケジュ

ールを組んでよろしくお願いいたしたい。 

私の方から３つの原則申しましたので、よろしくお願いいたしたいと思ってお

ります。以上です。 

（竹中議員） 今の問題につきまして、御意見ございますでしょうか。片山大臣どう

ぞ。 

（片山議員） ６ 月までにまとめて、この国会で通すということはなかなか難しいで

すよ。まとめても法案は秋の臨時国会か通常国会か。税制というのは、改正論議

をいつも秋にやって翌年の通常国会が通例です。そこで、どこまで何ができるか、

どれだけの効果があるか検証しなければいけない。また、年度途中に財政収入が

減るということならば、手当をしないと、精一杯、国も地方もやっているのです

からね。それがちゃんとできるのだろうかという疑問を持っております。 

それから、税制改革というのは王道を歩まないといけない。そのときの状況で

ちまちま小手先の改革の積重ねでは税制の根本からおかしくなると思うのですよ。

あるべき税制は何かという上で、６月までに何かができるというのは結構です。

その場合の財源をどうするかという点も答えが要りますよ。今、動いているのだ

から、年度に入って。 

（塩川議員） ６ 月を目途には、そういう方針を出すということになっておるものだ

から、だったら、哲学を出してもらうということにしてもらわないと個々の要望

が出てくる。国民の期待は、６月になったら何か出てくると思っている。みんな

そう思っていますから。私らのところにやいやいと催促してくる。あれやれこれ

やれということで。そんなことと違うんだという説明を一々しているんだけれど

も、ですから、６月にはどんなことを税制上やるのか、それで、産業政策として

どういうことをやるのかということをセットしてちゃんとしておいてもらわない

と混乱が起こりますよ。 

（片山議員） 諮問会議は骨太の改革をやらなきゃいけないですよ。ショートリリー

フではなくて。 

（牛尾議員） しばしば議論されているように、税制改革、経済活性化、15年度の予

算とあるが、要するに15年度の予算から有効な税制改革をどう行うかということ

をまず討議するべきだと思います。 

今、塩川大臣が仰るように、国民の期待が非常に高い、またグローバルになっ

た市場の期待が非常に高いというのは大変に結構なことで、期待にどう応えるか

というのが政治ですから、そういう意味で今日この塩川大臣の３原則を拝見しま

したけれども、概ね我々の考えている方向とそれほど変わらないし、税収中立の

一定期間内というのも結構含みのあるお話ですね。それから、15年度の財政運営

についての新たな考え方を出すというのも勇気のある構想だと思います。 

それで、前回も議論があったように、どの辺まで議論するかということは、国

民の期待に対してきちんとした方向性、考え方を示せるかです。特に、アメリカ
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の税制改革は常に考え方や哲学が非常にしっかりしています。賛成する人も反対

する人も、哲学に賛成するか反対するかということであって、こうした考え方が

非常に大事だと思うので、そういう点では６月に向かって、方向性と基本的な考

え方をきちんと決めるということには、賛成でありますので、５月には相当大胆

にそういう議論を展開するべきだと思います。 

もう一つグローバルな世界から理解されることが非常に大事で、少し前の話に

戻りますけれども、金融問題でも今回の金融庁の取組みを非常に評価しているん

ですけれども、その後にムーディーズやＳ＆Ｐ等、海外の格付会社からすぐ逆に

低い評価を出されるということについては、世界に向けて上手く発信ができてい

ないからではないでしょうか。今回の税制改革は海外でも期待されており、国際

会議などでもどうなっているかと聞かれます。そういうことも十分入れながら、

やはり国際的に通用する金融システムの場合でも競争的環境をつくって、ルール

によって 終的には決めていく必要があります。緊急事態ですから、日本的な裁

量の部分が非常に強くなるのは仕方が無いが、軌道に乗ってくれば乗ってくるほ

どルールを明確にして、その中の競争的な環境で、企業の経営責任でやっていく

よう筋道を立てることが非常に大事です。税もタックス・プログラムが成り立つ

ような長期的なルールをきちっと出さないといけない。だから、国際的に理解さ

れるようなものを作ることが非常に大事だということも申し添えておきたいと思

います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） ３月29日に提出いたしました民間４議員のペーパーの文面をよく読ん

でいただきますと、今日まさに塩川財務大臣が御指摘の骨格を我々は提案をして

いるという具合に理解をしていただければということであります。つまり、中期

展望の視野の中で、税財政の骨格を維持しながら、戦略的に活性化のためにでき

るものと、後で税収の担保をしなければならないもの、あるいは歳出の削減で、

それをどう手当をするかということが、十分読み込んでいただきますと、そうい

う提案になっております。 

それから、片山総務大臣が仰った王道を歩むという点についても、我々はその

時々の施策においても、中長期的な構造改革、活性化の問題と矛盾があってはな

らないということを強調しておりまして、基本的にこの諮問会議における民間議

員の立場と、今、財務大臣のお話の点というのは、これは言葉の定義の部分で、

少しどういう具合の調整をするかという問題は残されているんだろうと思います

けれども、それは乗り越えられるテーマだと思います。今、私、世の中３つの部

署が税制改革の争いをしているようなイメージで報道をされているということに

関して極めて懸念をいたしております。これ自身が国民の不信を買うのではない

か。今後アライアンスを組んで、是非全体の中で協調しながら、十分に説明をし

ていくということを、我々も民間議員として努力をいたしたいと思います。今後

の議論の中でも、前向きな部分のメッセージを高めて、議論を６月に向けて集約

していただければという具合に思います。 
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（塩川議員） ちょっとつけ加えることをお願いしたいのですが、それでは、この諮

問会議で具体的なことが、抽象的な話では困るので、例えば、特定財源のものを

どうするかという方向づけ、それから国と地方との財源をどうするかという方向

付け、それから世代間移転というものを実際にどう扱うのかという問題、こうい

う大きい方針だけでも決めるんですか、どうですか。そうでないと、これはどう

するのかということで、中身をどうするということではないんです。どうせこれ

は15年度問題になってくると思うんですが、方向付けでも決めるのか。そうでな

いと、６月に税制改正と同時に経済運営の基本方針を決めるといったら何なのか。

抽象的な文言では満足しませんよ。私はそこを言っているんです。そうしますと、

減税を先行するのも良いんです。だから、研究分野については、こういう方向で

減税をする、あるいは重点産業に対しては、こういう設備に対しては思い切った

減税をするというような方針を出して、そこで活性化というのが出てくるんです。

でないと、活性化の方法は何をやったら活性化なんだというのが分からないよう

になる。そうすると、とりあえず減税先行でやるとするならば、その財源はどう

して賄うか。それに対してある程度均衡をとるのにはどういう手段で均衡をとっ

ていくものをセットにして出して、それを私は３原則でやかましく言っているも

のですから、是非ひとつお願いしたい。これは６月ですからね。 

（牛尾議員） その方向で作業をしておりますし、大体、御期待に沿うように致しま

す。 

（塩川議員） その作業が、僕らにも関係したようなものはある程度ディスクローズ

してもらわないと、ポッと紙で出ても分からないから、それが困るんです。そこ

らは書いておいてもらわないと。牛尾さんの頭の中に出たのは良いけれども、牛

尾さんの頭の中を覗く訳にはいかないからね。 

（竹中議員） すみません。重要な問題ですので、整理をさせていただきますが、今、

塩川大臣が言われた国と地方の関係と特定財源等の関係は、そういう大枠の枠組

みについて議論をしっかりとしないと諮問会議の役割を果たせないんだと思いま

す。国と地方に関しましては、片山大臣から、できれば４月中と思っていたんで

すが、予定で連休明けになりますが、そういう問題を提起をしていただきますし、

同じように５月に入ったら大枠の話を議論していく。同時にそれを、先ほどの両

大臣の御懸念は、やはり収斂させていかなければいけないので、全体の枠組みと

かスケジュールとかも明確にしろという御指摘だと思います。それは、今、問題

点を出していただいておりますので、金融の問題もその意味では同じだったんで

すが、連休明けぐらいに全体の方向性を・・・。 

（塩川議員） こちらからも問題を出して良いですか。 

（竹中議員） もちろん、それは。 

（塩川議員） うちは具体的に問題を出して討議をしてもらうと。 

（竹中議員） それは是非そのように。 

（塩川議員） 例えば、都市再生問題なんかは、減税も思い切り入れたいと思うんで

す。 
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（片山議員） その大きな問題をまずやって、個別にやっていると時間がありません

よ。 

（塩川議員） ないね。 

（片山議員） 私は、今一番大切なのは税制に対する国民の信頼感の回復ですよ。税

制に対してもその都度主義でない。それから、税制には安定感が要るのです。そ

このところの兼合いです。安定重視で変えるなというのでは税制は死んでしまい

ますから、そこの兼合いをどう持っていくかが大変難しいところだと思いますよ。

一部の税制改正を当てにする人は、まけてもらえると期待しているだけなので、

国民全体の目から見たらどうだろうか。公平でなきゃいけないし、そこのところ

がスケジュール的にはまるか、と私は思う。 

（竹中議員） そこは連休明けにスケジュールをもう一度出させていただきますが、

これはきついです。すごくきつくて、かなりの頻度で５月、６月諮問会議を開か

せていただかないと間に合わないということで、しかし、一応６月にまとめると

いうことで、何とかスケジュールを組ませていただいております。そこは問題の

提起を是非していただく。それぞれの割当を既に事務局的には考えているんです

が、一応明示して御相談をさせていただきたいと思っております。 

（塩川議員） そこで、これを先行してしまうと、政府税調も反発が起こってくるの

は当然ですよ。 

（牛尾議員） 難しいですよ。早くやり過ぎても。 

（塩川議員） そこのハンドリングは僕らの責任になってくる。だから、どうなんだ

というスケジュールを知らせてくれと言っているんです。 

（竹中議員） それは明示をさせていただきたいと思います。今日の前半のお話を受

けまして、今日、問題点を出してどうするかということを、諮問会議は色んなこ

とをやらなきゃいけないので大変なんですが、これはまた別途お考えいただいて、

我々も議論させていただくということで如何かなというふうに思っております。 

実は、今日はもう一つ、島田顧問から活性化の問題提起をしていただかなきゃ

いけないということでありますので、ここまでの問題に関してはそういうことで

宜しいでしょうか。 

（奥田議員） 今、財務大臣から言われた３原則なんですけれども、これと30兆円枠

というのは関係がありますか。 

（塩川議員） そうなんです。そこの問題とか。だから、減税するならば財源はどう

するのかという問題がある。 

（奥田議員） この年には30兆円はないと考えて良いんですか。 

（塩川議員） いやいや、それはどうするかなんですよ。 

（奥田議員） これから決めるんですか。 

（塩川議員） それなんです。減税、減税と言うけれども、財源は何だということが

はっきりしてもらわないと、減税先行は結構です。財源をどうするのか。 

（奥田議員） それは議長である総理から「大胆かつ柔軟に」、「30兆はなし」だと。 

（小泉議長） それは 初から言っているように、なぜ１月から始めたかというと、
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総合的に考えて15年度予算に反映させるというのが原則なんですよ。６月中にま

とめるというのはどういう項目をしなきゃいけないのか。地方税の問題、交付税

の問題、特定財源の問題、あるいは所得税の問題、法人税の問題、消費税の問題、

色々あります。どういう項目をこれから改正するかということであって、６月中

に今国会に法案を出すのとは全く違いますから、そこを混同しないでください。

そして全体の経済状況を見ながら、どのぐらいの税収があって、どのぐらいの経

済活性化策をやって、どのぐらいの国債発行が必要かというところで判断すれば

良いのであって、６月中のとりまとめに30兆円というのは直接関係ないんです。

はっきりしているでしょう。 

（竹中議員） 民間議員のペーパーに第１次四半期云々のというのはございましたし、

まさに今、総理が仰った御趣旨だと思います。 

それでは前半の議論をありがとうございました。大変残り時間が少なくなって

しまいましたが、島田顧問からお話を・・・。どうもありがとうございました。 

（柳澤臨時議員退室） 

（島田内閣府特命顧問入室） 

○経済の活性化戦略について

（竹中議員） すみません。お待たせしました。それでは、早速。今日はありがとう

ございます。島田顧問から需要創出型構造改革の推進ということで問題提起を、

すみませんが、手短にお願い申し上げます。 

（島田顧問） 今日は時間が非常に限られておりますので、しゃべることは書いてま

いりましたので、書いたものは読んでいただいたという前提で、要点だけ申し上

げたいと思います。 

今日は需要を創り出す構造改革を推進する必要があるということを申し上げた

いと思います。これは今、需要が不足している経済だと、そこで構造改革をやっ

て供給を強めてどうするんだという批判がありますけれども、非常に誤解があっ

て、小泉政権が一所懸命進めているのは需要を創り出す構造改革ということです。

昨年発表された530 万人雇用創出計画というのは、まさにその典型例でございま

して、規制を改革して民間のサービスが提供できるようにして、消費を生んで、

雇用を生むということで、実は、政府の予算が余りかからないんです。これは530 

万人のうち６割ぐらいは、実は、放っておいてもどんどん伸びちゃうもので、個

人サービス、家庭サービス、企業サービス、その他です。 

総理が時々御発言される昨年の不況の中で、37万人の雇用が一方で減って、50 

万人の雇用が増えたよと仰るのは、50万人は放っておいても増えるものが増えて

いるんです。本当は政府が後押しした方が伸びるところは幾つかあります。それ

はどういうのかというと、高齢者ケア、子育て、医療、住宅、交通、教育、そう

いうものです。今日はそのうちの４つについて申し上げたいと思います。 

特に、１つ具体的な例では、安心ハウス構想というのがあります。これは入所

金なしで15万から20万ぐらいの年金の範囲内で普通の人が個室で入れる。補助は
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ほとんどない。住宅型とか、グループホーム型とか、施設型とか、そのビジネス

モデルは作りました。実際にやっている企業も相当数ございます。ただ、これを

全国に知らしめるのに厚労省当局は３万部しかパンフレットを作ってくれないと

言っているんです。それでは、例えば、東京都で10部になりますから、そんな程

度で誰が知ることができるかと。これは予算をかけないプロジェクトでございま

すので、国民が周知徹底されないと形にならないのです。ですから、是非今日お

願いしたいのは、事業として国民に周知徹底させるための情報提供、説明、コン

サルティング、これを是非やれということを言っていただきたいと思います。 

これをしますと、規模としては、例えば 1万か所、今、既に補助金がたっぷり

入っている施設が８千数か所ありますが、67万人やっていますけれども、例えば、

その規模に近い50万人分の施設ができますと、これは26万人ほどの雇用創出にな

ります。そして３兆円の建設需要になります。そういうことですから、決してこ

れは細かい話じゃない。ただ、周知徹底させて、材木屋さんとか本屋さんとか普

通の事業家が、実は、これまで社会福祉法人の占有領域のように見えた事業やサ

ービスをやっていいんだという自覚を徹底させることが必要だ。それをやって下

されば、私が政府のスタッフと一緒に率先して全国各地を歩いてやりますから、

是非お願いしたいと思います。 

それから、住宅流通市場を整備する。これは非常に重要なことで、研究会を作

って結論を出しましたけれども、今日、一言だけ申し上げるとすれば、住宅の生

前贈与の税の軽課をお願いしたいと思います。 

それから、民間のネットワーク型子育て支援。つまり、多くの企業が社会福祉

法人などと違って、そんなに補助金をもらわずに、数百社の企業が新入社員の寮

でも何でいいですからお作りいただいて、そして従業員の方に共通使用券を使わ

せる。そして一般市民にもサービスを提供する。例えば、日本郵船がやり、今度

は資生堂が作りたいと言っていますけれども、そういうのをネットワークすると

いうことになりますと、郵便局に対するクロネコヤマトのような役割が出てくる。

そのための研究会を官民の協力で作っていただきたい。今、日本の子育て期の女

性の参加率というのは５割ですけれども、もしこれが欧米並みに７割になれば120 

万人、８割になると200 万人の人が仕事も家庭も両立するということで出てこれ

る。 

後に一言申し上げたいのは、総理に御指導いただきました共同自家用運転手

産業でございますけれども、これは国土交通省が実証実験に入ります。これは素

晴らしい仕組みで、予約会員制ですが、現在、東京のタクシーの稼働率は４割い

っていませんが、これを５割、６割に上げると、タクシー料金以下でハイヤーの

サービスが提供できるんです。高齢社会にぴったり。これは各地方自治体でやら

なきゃいけないので、これの推進計画の数億円で結構ですので、やっていただき

たい。 

以上でございます。 

（小泉議長） 補助金なしでこれだけできるというのは画期的じゃないの。 
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（島田顧問） ただ、情報提供とコンサルティングのために数億円の予算をつけてい

ただきたい。 

（小泉議長） 具体的でモデルもあるというんだから、なお良いじゃない。 

（竹中議員） 初仰った国民に知らせるためのコンサルティングを政府でしっかり

やれと。具体的に何をやるかというのを御指摘いただけますか。 

（島田顧問） 数億円の予算を作っていただいて、地方自治体でセミナーを開いて、

それで政府の事業として、こういうことです。例えば、安心ハウスというのを言

っても、これは厚労省の分野ではありませんかと、地元の有力者で、そんなとこ

ろは入れない。本屋さんも、材木屋さんも我々の分野じゃないと思っているんで

すね。そうじゃないんです。実は、ＰＦＩ法を適用して、例えば、小学校の土地

なんかは高齢者のためには使えるようになっている。ほとんどの国民が知りませ

ん。全く知りません。官報に載っているだけでは駄目です。全国各地で何十回か

セミナーをやる。これは、ＰＦＩの普及のために推進事業をやっていますけれど

も、推進事業というコンセプトで全国でセミナーを展開をする。そのためのデジ

タルを使った、例えば、ホームページとか、メールマガジンとかも総動員してい

いと思いますが、沖縄で「働らコール」というのが今月いよいよスタートします

けれども、ああいうのは生活コールでいいんですね。もうちょっと大きくして、

「働らコール」は厚生労働省だけですけれども、実は、国全体が、内閣府が基本

になって色んなことに応えるんだというようなものがあっても良い、そんなイメ

ージです。 

（竹中議員） 平沼大臣から発言ございます。 

（平沼議員） それではもう時間がありませんから手短に。 

平沼議員提出資料を見ていただきたいと思います。サービスの経済化というこ

とで申し上げたいと思います。２つの側面があると思います。１つは、雇用拡大

の受皿として期待できるサービス業という側面と、もう一つは企業の選択と集中

を支えて産業の競争力評価に寄与するという側面です。今日は、後者について述

べたいと思います。 

まず、資料１ページの図２と図３をご覧いただくと良く分かる訳ですけれども、

9 0年代のアメリカでは、ホワイトカラーが担っている企業のサービス部門につい

て、ＩＴ投資による代替やビジネス支援サービス業のアウトソーシングが進んで、

選択と集中がこういうふうに進んでおります。これがホワイトカラーや管理職、

補助職の雇用、この現象に表れています。しかし、資料１ページの図４及び５を

ご覧いただくと、これに対して我が国では、ＩＴ投資は労働の代替につながって

おらず、ビジネス支援サービス業のアウトソーシングが進まず、選択と集中が進

んでいない。これは「○」と「◆」、これを見ていただくと分かりますけれども、

したがって、労働分配率の高い止まり、これが表れていると思います。 

サービス経済化を加速化する具体策に関してポイントを申し上げると次の３点

だと思います。 

まず、３ページの見出し、あとは読んでいだきたいと思いますけれども、資料
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の次、４ページの図９をご覧いただくと、これは良く分かると思います。非常に

意外だと皆さん思われるかもしれませんけれども、我が国企業の社内教育のレベ

ルというのは他の先進国と比較しても非常に低いということがお分かりになると

思います。例えば、この図のとおり見ていただくと、米国なんかに比して非常に

低いと、こういうことがお分かりになると思います。したがって、そういう意味

で我々としては、我が国の人的資源の質的向上を図るための方策というものを考

えていかなければならないと思います。 

続いて、６ページをご覧いただきたいと思います。あとは読んでいただければ

分かりますけれども、２点目は、新サービスの創業が必要だと思います。企業創

業を活性化させるために脱サラ創業の有力な選択肢として、例えば、この図を見

ていただくと、フランチャイズというのが白い棒になっておりますけれども、こ

ういう中で吸収をしているという面があります。もちろん今、フランチャイズ地

獄論というのもありますけれども、やはり安心して取り組めるような制度のあり

方、こういうことを検討しながらやっていくと、こういう中で新サービスの創業

ができると思っています。 

それから、資料７ページの図17というのがございますけれども、それを見てい

ただくと、これは公共サービスの開放、こういうことでございまして、公共サー

ビスの開放による裾野の拡大及び生産性の向上。例えば、この例で愛知県の高浜

市では、公共施設の管理を始めとする地方行政サービスを民間委託、アウトソー

シングしました。行政コストの削減による地方財政の再建と住民サービスの向上、

それから地域雇用の拡大を同時に実現しています。ここの真ん中に時間だとか効

果が出ておりますけれども、こういった形で数字が表れております。したがいま

して、地方公共団体は行政サービスの民間企業やＮＰＯへの委託、これはアウト

ソーシングの数値目標を含む年次計画を策定して、平成15年度以降の予算編成を

考えた場合、財政状況が厳しい中で公共サービスの民間委託を進めるプログラム、

こういうことは非常に意味があるのではないかと思います。 

続いて、もう一つ提案でございますけれども、この横長のこれを見ていただき

たいと思うんですけれども、企業改革賞の創設に関する、その資料があります。

経済構造改革を成功させるためには改革に向けた目を如何に国民運動に結びつけ

ていくかが重要だと思っています。かつて皆さん方も御記憶あると思いますけれ

ども、日本の成功は、50年前にアメリカで生まれたデミング賞という品質管理に

関する表彰制度ができまして、「安かろう悪かろう」の低価格競争から、良い品

質を目指す競争への国民運動が盛り上がって、これが日本の産業競争力に結びつ

いていった。このことが非常に大きいと思います。レーガンの政権下でアメリカ

も、大統領が自らその賞を授与するんですけれども、ボリドリッジ賞を創設した。

それで非常にインセンティブが与えられた、こういうことがあります。したがっ

て、デミング賞などによって、我が国は、品質管理は世界 高の強みとなりまし

たけれども、我が国の経済の現在の弱みというのを、これは選択と集中が行われ

ていないなど、経営能力の弱さが出てきています。しかしながら、日本でも、例
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えば、経営力のある変革型の経営者が生まれつつありまして、こういう新しい経

営に果敢に挑戦する経営者に勇気を与え、企業経営の改革の国民運動を展開する

ために、企業改革に関して総理が表彰するような制度、こういうものを作ると、

これは大きく盛り上がるのではないか。こういうことも私は提案をさせていただ

きたい。 

駆け足でございましたけれども、詳しくは読んでいただければお分かりになる

と思います。 

（竹中議員） 提案ありがとうございます。どうぞ残された時間余りありませんが、

御意見がありましたら、それでは、牛尾議員、片山大臣。 

（牛尾議員） 島田顧問には、いわゆる雇用創出型の530 万人計画から需要創出型の

構造改革の提案まで大変に精力的にやっていただいて、本当に島田プロジェクト

は着実に成功していると思います。 

まず、平沼議員のサービス経済化の提案も、行政的にこれを拡大されておりま

して、これをセットにすると大変大きな力になると思います。これらの展開を経

済財政諮問会議もその間に入って、行政ベースにどう乗せるか、今、島田顧問の

仰った各市町村や県にこういう需要創出型の構造改革をどう知らせるか、行政が

どう協力をするかという点については、積極的にこれを展開して欲しいというこ

とをお願いしたいと思います。 

以上です。 

（片山議員） 島田顧問から言われました点、私もそうだと思いますので、地方６団

体の中には色んな委員会がある。そこに是非私もつなぎますので、地方６団体と

タイアップして、地方６団体というのは知事会だとか、議長会、市長会等で、是

非ＰＲを徹底するように考えたいと思います。 

それから、平沼大臣が言われました地方団体の民間委託、これは地方行革の目

玉の一つですよ。ところが、進むところと進まないところがあるのは、組合なの

です。組合が反対する。外部委託すると人が減るでしょう。そこところをどうや

って突破していくかなのですが、私は電子政府、電子自治体を２か年でやる。平

成14年、15年と。これをアウトソーシングでやったら良いと思っています。また、

情報セキュリティの確保、そのために私の方の役所に何か纏めろと言っています

から、纏まりましたら、一度諮問会議で叩いていただきたいと思います。公共サ

ービスのアウトソーシング、良いと思いますね。ビジネス・チャンスを広げて、

行革にもつながりますから是非進めたいと思います。 

（牛尾議員） ITも平均50％ぐらいになっているでしょう。 

（竹中議員） 極めて具体的な提案がありましたので、それぞれについてどういう対

応が可能かということを詰めて、また次回、次々回に御報告を、これはできるだ

け早くさせていただきたいと思います。 

それでは時間でありますので、 後に総理から御発言いただきます。 

（小泉議長） 530 万人雇用づくり、これは前向きの対策で島田先生が挙げたような

それぞれ具体的な提案、これは実現に向けて全省庁協力して是非とも推進体制を
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お願いします。また具体的な提言を出していただきたいと思います。やり方ね。 

それと、柳澤大臣が言われたように不良債権処理が進捗しておりますけれども、

危機は脱却したと言えますが、今後も不良債権処理というのは構造改革に不可欠

の問題でありますので、切れ目なく手を打つことが必要だと思います。そうした

観点から経済財政諮問会議や金融庁においては、引き続き、どういう進んだ取組

が必要かという議論を進めていただきたいと思います。デフレ問題とか経済の活

性化戦略、これは与党の提言も参考にしながら、今後とも具体策を皆さん方で御

審議をいただきたいと思います。 

今日は本当にありがとうございました。 

（竹中議員） それでは、今後の進め方等について、また各大臣と御相談させていた

だきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。 

（以 上） 

25 


