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平成 14 年第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
○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） 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（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るとともに、柳澤臨時議員の出席
等が紹介された。 
 
○「金融面（不良債権処理等）でのデフレ問題の取組」について 
（竹中議員） 「デフレ問題への取組（進捗状況）」について。２月 27 日に、「早急に取

り組むべきデフレ対応策」について整理してから１か月経過したが、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。後ほど御確認いただきたい。 

    それでは柳澤大臣から御説明願いたい。 
（柳澤臨時議員） 私の資料は、３部構成になっている。第１部が特別検査の結果。第２

部が、主要 13 行の 14 年３月期の大まかな財務内容を集計したもの。第３部が、特別
検査等を発表した際に、より強固な金融システムの構築に向けて、新たな施策を３プ
ラス１で発表したものである。順次御説明させていただく。 

    １ページ。主要行に対して特別検査を実施した。昨年 10 月末に着手し、検査開始
通知し、立入検査がいつでもできることになった。11 月中にも立入りを行ったが、
平成 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関与し
ているのがポイントである。 
 株価や外部格付等が著しく変化しているといった大口債務者について、原則、メイ
ン行について検証する作業方法をとった。具体的には、銀行当事者、外部監査人と金
融庁の三者の共同作業によって検証作業を行った。対象行は主要行 13 行である。 

   特別検査は、149 先について行った。最初はもう少し少ない数でスタートして、途
中で増やし合計 149 になった。与信額は 12.9 兆円であった。 

   検証結果は、遷移（注：移ること）があり、149 先のうち 71 先、おおむね 50％近
くが下に落ちた。与信額では 7.5 兆円で、50％以上が落ちた。このうち、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の 34 先。与信額は、ほぼ半分の
3.7 兆円。これらのうち、「うち４業種」、建設、不動産、卸小売及びノンバンクの４
業種が非常に大きなウエートを占めている。特に、不良債権処分損は、引当なり償却
なりをする関係で損金になる。これが 1.9 兆円あった。うち４業種は 1.7 兆円で、90％
を占めた。 

    ２ページが詳細である。13 年９月期に、市場の評価が著しく下がったものを拾っ
たが、これには正常先もある。要管理というのは広い意味で要注意先なので、当然拾
っている。遷移の様子は、14 年３月期の欄にある。非常に多くのものが不良債権に
なったということである。 

    ４業種の内訳については、要は、こういう分布状況もしっかり公表することで、「こ
の特別検査を信頼して欲しい」、あるいは、「我々としては信頼に足る検査であった」
ということを確保したいとの思いでディスクローズした。 

    次に、３ページ。13 行の 14 年３月期の財務内容概況である。４ページ目に計表を
載せている。業務純益が 13 行計で４兆円に対して、不良債権処分損は 1.9 兆円を含
めて、実質は 7.8 兆円の処分損が立った。そのうち、7,000 億円足らずは東海銀行の
ものだが合併差益で消える。形式的には、新体制での不良債権処分損は 7.1 兆円とな
る。 

    有価証券損は、二手に分かれる。50％、30％減価したものは、損益上の減損処理が
必要で、「その他有価証券の減損処理額」が 1.5 兆円。それ以外の有価証券について
は、評価差損に計上され、約 1.4 兆円である。この結果、有価証券絡みの損が合計約
３兆円に上った。 
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したがって、４兆円の実質業務純益に対して、不良債権で 7.1 兆円、有価証券の減
損処理で 1.5 兆円。その結果、経常利益は 4.8 兆円の赤字、当期利益は 3.4 兆円の赤
字になる。当期利益は、三菱信託以外は全行赤字になる。 

    この赤字は自己資本を毀損する。その結果、自己資本比率は各行で若干ばらつきが
ある。特に、あさひは８％台半ば、大和は８％そこそこという状況になる。両行は（４％
基準の）国内基準行になっているが、大和ホールディングスが増資を検討しているこ
とを、この発表と同日の 12 日に発表した。 

    全体を総平均すると自己資本比率は 10％台半ばで、まあまあのラインとなってい
る。 

    決算概要と特別検査結果の発表の際に、私どもは、３プラス１の施策を発表した。 
   次に、５ページ目。第一に、「不良債権処理の促進」。破綻懸念先以下の債権につい

ては前倒しで処理して欲しいということで、「発生１年目には５割」、「２年以内に少
なくとも８割は処理して欲しい」、そして「３年目に残るのは、例外的に交渉が難し
いものに限る」ということで、３年内の処理ついて、明確な目標、枠組みを更に細分
して設定した。また、市中で売却できなかった場合でも、上記目標を確実に実現する
ために、ＲＣＣを積極的に活用してもらいたいということ。 

    ２番目は検査について。アメリカの常駐型の検査体制は、監督も一緒にやっている。
我々の方は、むしろ検査の方である。例えば、特別検査と同じように、市場の評価が
急変したものは確実に中間期、最終決算期に反映させることも含め、検査の徹底を図
る。検査局は部門制で、数人で一部門を構成している。うち５部門について、一部門
が一つの金融グループを「専担かつ継続的に」担当する仕組みを導入する。そして、
１年を通じて、確実に対応して、検査の実を上げたい。他方で、システムのリスクや
内部監査体制などは、専門知識が必要になるので、民間出身の専門家を登用した専門
班が、遊撃的、横断的に実施することを考えている。 

    ３番目に、金融機関の合併促進について。地方の金融機関に人材不足を嘆く声もあ
り、ある程度集約しないと適切な人材が確保できないという見方もある。施策の内容
については、関係省庁とも相談して中身を詰めていきたい。 

    最後は、中小企業向けの金融検査マニュアルの具体例について。中小企業への融資
を検査する場合の配慮事項について、解説と実例を収集して、別冊として配布したい。
パブリックコメントに今かけたところであり、色んな御意見を集約して良いものを作
っていきたい。この際、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ので
は効率が悪い。資本勘定の１％又は与信額 2,000 万円のいずれか小さい額未満の債
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せず、自己査定に委ね
ることにしたい。これは、金融検査マニュアルに明文で追加したい。 

（竹中議員） 速水総裁、民間有識者議員の順でお願いしたい。 
（速水議員） 金融システムの中期的課題について資料の説明をさせていただく。 

柳澤大臣が御説明されたように、特別検査を踏まえ、主要行の不良債権処理が促進
された点は評価したい。（２）の「各金融機関による対応」について、第一に、景気
の状況や構造改革の進展を踏まえると、今後も新規の不良債権の発生、既存の不良債
権の更なる劣化が続く可能性がある。不良債権問題の克服が引き続き最重要課題だ。
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。そうしたチェックを踏まえ、不
良化した債権を適切かつ迅速に処理し、資産内容を改善することが重要だ。特に、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
注意する必要がある。資料の２枚目の「企業の実質自己資本比率」の図表で、右上の
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表を見ると、従業員数シェアは、製造業が、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割となっている。借り手企業の自己資本比率は銀行にも大
きな影響を与えるが、左の上の全産業・全規模、これは 80 年から 85 年の平均を 100 
として、今は全体で約３割下がっている。そのうち、製造業の大企業は、ほとんど下
がっているという感じではない。製造業の中堅中小企業は 10％ぐらい下がっている
が、大きな下がり方ではない。非製造業の大企業は、30％程度下っている。非製造業
の中堅中小企業は、５割程度の下がり方をしており、この点が、銀行、日本経済にと
っても大きな重荷である。 

    次のページ、「貸出全体と不良債権（リスク管理債権残高）の業種別分布」だが、
大体１年前で、貸出残高 494 兆円の内訳は、製造業で 14.5％、非製造業で 59.7％、
「その他」は個人などで 25.8％となっている。貸出残高のうちリスク管理債権残高
構成比については、全部で 33 兆円のうち、製造業は、9.3 ％、非製造業が 82.5％、
「その他」が 8.2 ％である。非製造業の業種としては、先ほども４業種とあったが、
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％と、
４業種に集中している。 
次のページで、今朝の新聞でＳ＆Ｐが国債の格付を下げたとある。ムーディーズは

既に昨年 12 月にＡａ３に日本国債の格付を下げている。今度のＳ＆ＰもダブルＡマ
イナスだが、今後は、銀行の方がどうなるか。下の表でみると、国債の格付が下がる
ときには銀行の格付も下がっている。 
資料の最初のページに戻って、銀行にとって大事なことはやはり収益力だ。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。適正な貸出利ざやの確
保、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
が必要だ。我が国金融機関の格付は近年低下を続けており、国も民間も内外からの信
認回復を図るため、全力を傾注する必要がある。 
（３）は、危機対応で、以前から申し上げているが、今後更に不良債権処理を進め

ていけば、その過程で自己資本が十分とは言えなくなる事態もあり得る。こうした状
況下で、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となる。 

    （４）は、公的金融の位置付けで、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だ。 

（竹中議員） 吉川議員。 
（吉川議員） 「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」について手短

にコメントする。 
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する。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いる。ただし、今回の検査でも、御説
明があったように、半年前の銀行の見込みより、1.4 兆円、業務純益の３分の１くら
いの不良債権額が増加している。したがって、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。金融庁で、検査等を更に続けていただくが、経済財政諮問会議としても、適宜、
金融庁から御報告をいただきつつ、不良債権処理の促進や金融システム安定化に向け、
実効性のある対応を検討していく必要がある。 

   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、何よりも競争力、収益
力の向上を図ることが不可欠である。そのためには、業務の内容を見直すことも必要
だし、日銀総裁も話されたが、政府においても、政府系金融機関のあり方を検討する
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ことが必要であろう。 
   不良債権処理は、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

計画が現実的か、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
関しては関係省庁が協力する必要がある。 

   最後に、不良債権処理との関係で、中小企業の退出も問題になる。スムーズに退出
できないことが非常に問題であり、そうした環境整備も必要だ。 

   以上、４人で相談した結果をまとめたが、簡単に私個人のコメントもさせていただ
きたい。 
不良債権の問題は、①銀行の資本、バランスシートの問題、②銀行の収益性の問題、

③借り手である企業、産業サイドのリストラ、構造改革の問題がある。この３つにつ
いてそれぞれコメントする。 

   第一に、バランスシートだが、今回の特別検査では、自己資本比率に重点が置かれ
ている。確かに８％の自己資本比率は、国際基準行にとっては大切な基準であり、そ
こをしっかり見られた。しかし、これは銀行が満たすべき必要条件ないし前提条件に
すぎず、この数字が満たされていれば問題がないかというとそうではない。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である。マクロの指標では、
疑問の出るデータもある。例えば、日本銀行は現在ハイパワードマネーを年率 30％
くらい出している。蛇口では年率 30％でお金が出ているが、銀行貸出は３％減って
いる。蛇口で 30％出して、出口で３％減っているのは、やはり銀行にどこか問題が
あるのではないか。あるいは日銀短観を見ても、銀行の貸出態度といった指標が急激
に下振れしており、金融緩和の中では異常なことだ。こうしたマクロの指標を見ると、
日本の銀行が金融仲介機能を正常に果たしているか疑問視せざるを得ない。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。 
  第二に、銀行業の問題として低収益ということがある。もちろん不況の影響もある
が、ビジネスとしての金融業全体の構造、過剰な銀行数（オーバーバンキング）とい
った問題、あるいは銀行の経営がしっかりしているか、というところが問題ではない
か。いくらバランスシートを考え不良債権を処理しても、銀行業が「業」として、フ
ローで収益を上げていなければ、ジリ貧になることは間違いない。銀行業が、一つの
業として、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。したがって、
金融庁が、例えば、銀行の収益指標、ＲＯＡ、ＲＯＥなどの収益指標も問題にし、精
査しながら監督に当たることも必要ではないか。自己資本比率が大切なのはその通り
だが、他の指標もきちんと見ていく必要があるのではないか。 

   最後に、産業サイドのリストラで一番大切なことは、今回の検査でも、債権放棄対
象企業の再建計画が現実的かが大変問題になった。厳正にされていると思うが、今後
更にこうした点を見ていく必要がある。 
こうしたことを踏まえて、日銀総裁からもお話があったが、今後、柳澤大臣、金融

庁、日本銀行が今まで以上に協調して、危機管理、不良債権処理に当たっていただき
たい。今回の検査で進捗が見られたことはもちろん評価するが、問題は残っており、
更にこの点を検討していただければと思う。 

（竹中議員） 今のテーマについて御議論いただきたい。 
（本間議員） 吉川議員のお話に補足したい。私も、今回の特別検査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評価している。その上で、次のステップ
として何をやるかが非常に重要である。 
数値の読み方等も、市場関係者等から疑念が表明されており、我々はきちんと理解
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しているつもりだが懸念もないではない。したがって、第一に、セカンドステージで
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。
同じ材料を使っても、もう一段踏み込んで説明できるのではないか。 

   第二に、金融システム全体の安定性を維持することと、各個別金融機関の安定性と
いう問題は同じ側面もあるが、利益相反する部分もある。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ある。行政の立場と
金融機関の関係を識別しておかないと、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。したがって、次のステップとしては、これまでは自己資本比率８％を一
つの目安にして検査をしてきたが、今後、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、吉川議員からもお話があったが、
ＲＯＡ、ＲＯＥ、ティアワン比率、不良債権比率、こういうものについて目標を設定
し、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、維持していくことが重要なポイントになって
くる。これは自己資本比率が大丈夫かという問題にも関連し、例えば、税効果を自己
資本の中に入れているが、これは将来の稼ぎの部分が明確にされないと、正当な税効
果なのか分からない訳で、将来の金融機関の現在価値をどう明確化していくか、是非
御検討いただきたい。 

   明確なルールと私が申し上げているのは、金融機関のガバナンスの問題を私は非常
に懸念しているからだ。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を考
えても、きちんとしたガバナンス体制を、内部的にあるいは外部的に設定していくか
が重要ではないか。 

（竹中議員） 平沼議員。 
（平沼議員） 今回の特別検査は評価したい。特に、中小企業に対するマニュアルを作っ

ていただくことは、私どもとして大変評価したい。それから、政府系金融機関のあり
方は、ここで議論をすることになっている。「民でできることは民」が原則だが、現
況の中小企業に対する非常に厳しい状況を見ると、これが今機能している。将来の形
ということは分るが、現在では、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、当面、継続しなければならない。将来の課題として日銀総裁の仰る
意味は分かるが、一言申し上げておきたい。 

    もう一つ、先ほどお話にあった退出しやすいシステムを作ることは、当たり前のこ
とで、これは私どもも検討していかなければいけない大きな課題と思っている。 

（竹中議員） 塩川議員。 
（塩川議員）  金融庁に指導してもらいたいのは、金融機関が利益を上げられるようにす

ること。信用金庫や地方銀行などの中小金融機関の貸出に対するリスクがある程度高
くなるのはやむを得ない。その代わり金利もしっかりととる。そういうことを指導い
ただいて、積極的に貸出できる体制にするために、貸倒引当金や検査上の指導が必要
ではないか。必要なら税制上の配慮も考えて良いと思う。 

（奥田議員） 柳澤大臣の資料４ページに業務純益は４兆円とある。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、あと２、３年先には不良債権処理は終わると
理解して良いか。 

（柳澤臨時議員） 奥田議員の御質問だが、そのような推計を試みようと考えているが、
そのタイミングは、13 年度決算が固まってから。そこをスタートにしないと、数字
が独り歩きし、混乱しかねない。その時期まで待っている。その時に遷移率を使うが、
これは「改革と展望」で示されたような名目成長率と絡ませて推計せざるを得ない。
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外的環境とも関係せざるを得ないが、時期が来たら推計結果を報告したい。大雑把な
推計では、５割、３割というかなりピッチを上げたオフバランス化をやっていくと、
不良債権比率で４％近傍、与信費用比率で 0.3％も可能である。集中調整期間終了後
に正常化を実現したい。 

   収益力の点では、確か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ことは、貸出に大きなネックがあることを指している
と思う。しかし、貸出が伸びないのは、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が、渾然一体となっている。これは吉川議員に分析してい
ただければありがたいが、我々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資金繰りＤＩ。資金繰りＤＩは、業況判断ＤＩとも相関関係があ
るという感じを持っている。つまり、業況が、業況判断ＤＩに反映し、それが資金繰
りと相関関係にあり、それが貸出態度にも表れるのではないかと考えている。 

（竹中議員） 今の議論に関しては、特別検査の結果に対しては進捗を含めて高く評価し
たいということで一致を見たと思う。同時に、不良債権の償却を一層進めることが必
要であり、より強固で持続可能な金融システムを作るために更に議論を深める必要が
ある。金融庁にも御議論いただきたいし、諮問会議でもマクロの問題に関して議論を
深めなければいけない。そうした観点から引き続き議論を深めていきたい。 

 
○金融面以外でのデフレ問題克服の進め方について 
（竹中議員） 民間議員コメントと塩川大臣メモがあり、御報告いただきたい。 
（吉川議員） 「デフレ問題克服の進め方について」を御覧いただきたい。不良債権処理、

雇用、財政の再建など重要問題の解決のためには、デフレ克服が不可欠である。足下
では景気の底入れに向けた動きが見られ、日本経済はようやくトンネルの先に明かり
が少し見えてきたという状況だと思う。大切なことは、危機は起こさないという前提
の下で、この足下の明るさを如何に民需主導の持続的な成長につなげるか。これが、
経済政策の最重点課題だと考える。 

   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。具体的には２つ。
６月を目途に、１つは、経済活性化に関するシナリオを具体化する。もう１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。さらに、諮問会議としては、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である。その際には、今年の第
一四半期国民所得統計速報が６月初めに出るので、そうしたデータを踏まえて、本年
度の日本経済の推移について、十分に検討する必要がある。 

   最後は、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、政府と日本銀行が一致協力して臨む、とい
うことである。 

（竹中議員） 塩川大臣。 
（塩川議員） 私は簡単な話だ。６月末までに税制改革の基本的な方針をまとめることに

は国民から大きな期待がある。十分な準備をしておかないと、政府税調や党税調と整
合性をとることが難しくなる。６月にまとめる計画に向けて、税を審議するスケジュ
ールもまとめてもらいたい。 

   ６月のとりまとめに向けて、３つの原則を考えている。 
第一に、税制改革には財政規律の観点を忘れないこと。減税とそれに対する財源を、

常に念頭に入れ考えてもらわなければならない。例えば、減税を優先するならば、一
定期間内に必ず増収あるいは増税等のバランスをとっていくことを心得てもらいた
い。一定期間内とは、諮問会議で考えてもらっても良いが、税収中立で考えてもらう
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ということで、そこは誤解のないようしてもらいたい。 
第二に、歳出については、一定期間を踏まえた、例えば、プライマリーバランスの

問題等も併せて議論してもらいたい。 
第三に、成長分野をどうするかしっかり出してもらいたい。産業構造の変化への示

唆なしに減税を議論しても、ピントがぼけてしまう。この点をよく審議した上で、そ
れに伴う減税であるということを明確に出していきたい。 

   それから、受益と負担のあり方、空洞化対策、特定財源、国と地方との関係、世代
間移転という問題がある。こういう問題をある程度、明示していく。そうしないと６
月に間に合わない。 

（片山議員） 税制について、６月までにまとめ今国会で通すのは難しい。税制改正はい
つも秋にやって通常国会となる。年度途中に財政収入が減るなら手当が必要だ。どこ
まで何ができるか、どれだけ効果があるのか検証しなければいけない。そういうこと
がきちんとできるか疑問だ。 

   税制改革は王道を歩むべき。そのときの状況で、小手先の改革の積重ねでは税制の
根本がおかしくなる。あるべき税制は何か。６月までに何かができるというのならば、
それはそれで結構だ。ただし、その場合の財源をどうするかという答えも必要になる。 

（塩川議員） ６月には、哲学を出してもらうということにし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。そのためにも、６月
にはどんなことを税制上やるのか、産業政策としてどういうことをやるのかというこ
とをセットにしてもらわないと混乱が起こる。 

（片山議員） 諮問会議は、骨太の改革を行うべき。 
（牛尾議員） 税制改革、経済活性化、15 年度予算とあるが、要するに 15 年度予算から

有効な税制改革をどう行うかを討議すべき。 
   国民や市場の期待が非常に高いことは結構なことだ。塩川大臣の３原則は、概ね

我々の考えている方向と一致している。税収中立の「一定期間内」というのも含みの
ある概念だ。また、15 年度の財政運営の新たな考え方を出すというのも勇気ある構
想だと思う。 

   前回も議論があったように、どの辺まで議論するかは、国民の期待に対してどこま
で方向性、考え方を示せるかだ。アメリカの税制改革は、常に、考え方や哲学が非常
にしっかりしている。賛成や反対も、哲学に賛成するか反対するかということであっ
て、こうした考え方が大事だと思う。その点で、６月に向けて方向性と基本的な考え
方を決めることには賛成であり、５月には、大胆にそういう議論を展開すべき。 

   また、グローバルな世界から理解されることも大事だ。金融問題でも、今回の金融
庁の取組みを評価しているが、その後に海外の格付会社から直ぐに低い評価を出され
ることは、日本政府から世界に向けて上手く発信ができていないからではないか。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
れる。国際的に通用する金融システムの場合でも、競争的環境を作って、ルールによ
って最終的には決めていくことが必要だ。緊急事態だから、日本的な裁量の部分が強
くなるのは仕方ないが、軌道に乗れば乗るほど、ルールを明確にして、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大事である。税もタック
ス・プログラムが成立つような長期的なルールを出さないといけない。国際的に理解
されるようなものを作ることが大事だ。 

（本間議員） 塩川大臣の３原則は、３月 29 日に提出した有識者議員提出資料での提案
と一致していると思う。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
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もの、あるいは歳出の削減でどう手当をするかということ。 
   片山大臣が言われた「王道を歩む」という点でも、我々はその時々の施策において、

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強調している。塩川
大臣の３原則も、大きな方向性は全く一致しており、もちろん言葉の定義などでは、
若干、調整の余地もあろうが、それは乗り越えられるだろう。 
税制改革について３つの組織が争いをしているようなイメージで報道をされてい

るのを懸念している。今後、アライアンスを組んで、協調しながら、我々としても十
分に説明をしていく努力をしていきたい。また、前向きな部分のメッセージを高め、
議論を６月に集約していただきたい。 

（塩川議員） この諮問会議で具体的なこと、例えば、特定財源、国と地方との財源、世
代間移転の問題、こういう大きい方針だけでも決めるのか。方向付けを決めるのか。
６月に税制改革の基本方針と同時に経済運営の基本方針を決めるといったら、抽象的
な文言では満足しない。減税を先行するのも良いかもしれないが、研究分野や重点産
業を決めて、それに対して減税をするというような方針を出せば、活性化というのが
出てくる。そうしないと、何をやったら活性化なんだとなってしまう。とりあえず減
税先行でやるならば、その財源をどう賄うのか。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のかということとセットにすることが必要だ。
３原則とはそういう意味だ。 

（牛尾議員） その方向で作業している。 
（塩川議員） 作業をもっとディスクローズして欲しい。 
（竹中議員） 整理させていただくと、塩川大臣が言われた国と地方の関係や特定財源の

問題等について、大枠の枠組みの議論をしっかりとしないと諮問会議の役割を果たせ
ないと思う。５月には大枠の話を議論していく。同時に全体の枠組みやスケジュール
を明確にすべきという御指摘だと思う。 

（塩川議員） こちらからも問題を出して良いか。 
（竹中議員） もちろん。 
（塩川議員） 具体的に問題を出し討議してもらう。 
（竹中議員） 是非そのように。 
（塩川議員） 例えば、都市再生問題等の減税も考えたらどうかと思う。 
（片山議員） 一番大切なのは税制に対する国民の信頼感の回復だ。税制も、その都度主

義ではいけない。また、安定感も必要だ。一方、安定を重視しすぎて、変えないとい
うのでは、税制は死んでしまう。その兼合いが難しい。一部の人だけが減税を期待し
ていても、国民全体の目で見るとどう映るか。公平さが大事だし、スケジュールが上
手く組めるか心配だ。 

（竹中議員） きついが、連休明けにスケジュールを提出する。６月にまとめるというこ
とで、スケジュールを組ませていただく。問題提起もお願いしたい。それぞれの割当
ては御相談させていただく。 

（塩川議員） あまり先行すると、政府税調から反発が起こってくる。 
（牛尾議員） 早くやり過ぎても難しい。 
（塩川議員） そのためにもスケジュールを明示してもらいたい。 
（竹中議員） 明示させていただきたい。また、金融問題は今後も議論していきたい。 
（奥田議員） 塩川大臣の３原則は、30 兆円枠と関係があるのか。 
（塩川議員） そこだ。減税、減税と言うけれども、財源をはっきりさせてもらいたい。 
（奥田議員） 総理は「大胆に」と仰るのか。 
（小泉議長） 最初から言っているが、税制改正の議論を１月から始めたのは、総合的に
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考えて 15 年度予算に反映させるというのが原則である。６月中にまとめるのは、ど
ういう項目を改正すべきなのかということ。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、色々ある。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
全く違う。混同しないで欲しい。 

  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いいの
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。はっきりして
いるでしょう。 

 
○経済の活性化戦略について 
（竹中議員） 島田顧問から需要創出型構造改革の推進の説明をお願いする。 
（島田顧問） 要点だけ申し上げたい。 
   まず、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。現在、需要が不

足している経済で、構造改革で供給を強めてどうするのか、という批判があるが、こ
れは誤解である。現在、一所懸命進めているのは、需要を創り出す構造改革である。
昨年発表した 530 万人雇用創出計画は、まさに典型例だ。規制改革をして民間のサー
ビスが提供できるようにし、消費を生み、雇用を生むということで、予算もあまりか
からない。実は、530 万人のうち６割ぐらいは放っておいてもどんどん伸びるもの。 

   昨年の不況の中で、37 万人の雇用が減って、50 万人の雇用が増えたが、50 万人は
放っておいても増えるもの。政府が後押しした方が、伸びるところは幾つかある。高
齢者ケア、子育て、医療、住宅、交通、教育など。そのうちの４つについて申し上げ
たい。 

    １つ目に、安心ハウス構想。これは入所金なしで 15 万円から 20 万円ぐらいの年金
の範囲内で普通の人が個室で入れるもの。補助はほとんどない。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った。実際にやっている企業
が相当数ある。ただ、これを全国に知らしめるのに厚労省当局は３万部しかパフレッ
トを作ってくれないと言っている。これは予算をかけないプロジェクトであり、国民
に周知徹底されないと形にならない。事業として国民に周知徹底させるための情報提
供、説明、コンサルティングをお願いしたい。50 万人の施設ができ、26 万人の雇用、
３兆円の建設需要になる。 

   ２つ目に、住宅流通市場の整備。その一環として、住宅の生前贈与の税の軽課をお
願いしたい。 

   ３つ目に、民間のネットワーク型子育て支援。民間企業による従業員向け保育施設
を複数の企業間で共通使用券を使って、ネットワーク型の保育サービスを提供するも
の。一般市民も利用できる形にする。これを実現するための官民の研究会を設置して
いただきたい。現在、日本の子育て期の女性の労働力参加率は５割である。これが欧
米並みの７割だと120万人、８割だと200万人が、仕事と家庭が両立することになる。 

   最後に、共同自家用運転手産業。これは国土交通省が実証実験に入る。予約会員制
だが、タクシー料金以下でハイヤーのサービスが提供できる。高齢化社会にも沿って
いる。推進していただきたい。 

（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だ。 
（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のだから、なお良いのではないか。 
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（竹中議員） 国民に知らせるためのコンサルティングに関する具体的な方法はどのよう
なものか。 

（島田顧問） 数億円の予算で、地方自治体でセミナーを開く。例えば、安心ハウスと言
っても、地方では、できることをそもそも知らない。実は、ＰＦＩ法を適用して、小
学校の土地などは高齢者のために使えるようになっていることを、国民は知らない。
官報に載っているだけでは駄目だ。全国各地で何十回かセミナーをやる。ホームペー
ジやメールマガジンを総動員しても良い。沖縄に「働らコール」という厚生労働省の
雇用に関する情報提供サービスが始まるが、国民の生活に関するもっと多面的な情報
提供を国全体でもやってはどうか。 

（竹中議員） 平沼議員。 
（平沼議員） サービスの経済化について。２つの側面があり、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１つは企業の「選択と集中」を支え
て産業の競争力強化に寄与するという側面。後者について述べたい。 

   資料１ページの図２と図３にあるように、90 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」が進んでいる。しかし、資料
１ページの図４及び５にあるように、我が国ではＩＴ投資が労働の代替につながって
おらず、ヒ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。これは図１の労働分配率の高止まりに表れている。 

   サービス経済化を加速化する具体策のポイントは３点ある。 
   まず、「選択と集中」の促進と労働移動の円滑化。資料４ページの図９にあるよう

に、意外だと思われるが、我が国企業の社内教育費のレベルは、他の先進国と比較し
ても非常に低い。人的資源の質的向上を図るための方策を考えていかなければならな
い。 

   ２点目は、新サービスの創業。起業・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、フランチャイズがある。６ページの図 12 ではフランチャイズを白
い棒で表している。「フランチャイズ地獄論」というのもあるが、安心して取り組め
る制度のあり方を検討しながらやっていく。こういう中で新サービスの創業ができる
と思う。 

  ３点目は、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。資料７ページ
の愛知県高浜市では、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る。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と思う。 

   別の提案だが、「企業改革賞」の創設をしてはどうか。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。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、
「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に国民運動が盛り上
がって日本の産業競争力に結びついていった。レーガン政権下ではアメリカでもボリ
ドリッジ賞を創設し、非常にインセンティブが与えられた。デミング賞などによって
我が国の品質管理は世界最高の強みとなったが、現在は、弱みとして「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る。しかし、日本でも、経営力
のある変革型の経営者が生まれつつある。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も企業改革に関して総理が表彰
するような制度を作ることを提案したい。 
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（牛尾議員） 島田顧問の提案と平沼大臣のサービス経済化の提案をセットにすると大き
な力になると思う。これらを行政ベースにどう乗せるか。島田顧問の言う地方に需要
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、
積極的に展開して欲しい。 

（片山議員） 島田顧問から言われた点は、知事会、市長会などの地方６団体とタイアッ
プして、是非ＰＲを徹底するように考えたい。 

   それから、平沼大臣が言われた地方団体の民間委託。これは地方行革の目玉の一つ。
ところが、進むところと、進まないところがある。私は電子政府、電子自治体を平成
14 年、15 年の２年で行う。これをアウトソーシングでやったらいいと思っている。
また、情報セキュリティの確保。これらを諮問会議で議論したい。ビジネス・チャン
スを広げ、行革にもつながる。 

（竹中議員） 最後に総理から御発言願います。 
（小泉議長） 530 万人雇用づくり、これは前向きの対策で、島田顧問が挙げた具体的な

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お願いする。また具
体的な提言を出していただきたいと思う。 

   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、危機は脱却したと言える
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、切れ目なく手を
打つことが必要だと思う。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、どういう取組が必要かという議論を進めていただきたい。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、今後とも具体策を審議いた
だきたい。 

（竹中議員） 今後の進め方は、各大臣とご相談したい。今日はありがとうございました。 
                                     
                                    （以 上） 


