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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 21  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年８月２日（金）16:32～18:10 

2．場所: 官邸大会議室 

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 

臨時議員 石原 伸晃 行政改革担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1）「予算の全体像」及び概算要求基準について 

(2）政策金融について 

(3）その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○「15 年度予算の全体像」（案）（竹中議員提出資料） 

○平成 15 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 

○政策金融改革について（竹中議員提出資料） 

○政策金融に関する調査結果報告 

○政策金融について（速水議員提出資料） 

○金融システム改革のための政策金融機関の役割（メモ） 

（柳澤臨時議員提出資料） 

1




平成 14 年第 21 回 議事録 

（本文） 

○議事の紹介

（竹中議員） 総理は数分遅れられるということですけれども、ただいまから今年21

回目の経済財政諮問会議を開催させていただきます。本日は、お忙しいところあ

りがとうございます。 

今日は、１時間半の中で、大きく２つの議論をさせていただきます。前半は予

算であります。後半は政策金融であります。前半の予算につきましては、「予算

の全体像」の話と「概算要求基準」の話と、２つ、更にさせていただきます。「政

策金融」につきましては、後ほど柳澤大臣と石原大臣に臨時議員として御出席を

いただくことになっております。 

○「予算の全体像」及び概算要求基準について

(竹中議員） それでは、予算でありますけれども、「予算の全体像」について、前回

の御審議を踏まえて、私の方で取りまとめた案を提出させていただいております。

改めて御説明の必要はないかと思いますが、簡単に申し上げますと、「基本方

針2002」に基づきまして、「基本方針2002」の中では、「予算編成は、そのスタ

ート段階から、歳出の見積もり、重点分野への予算の配分、予算の背景にある制

度改革の基本設計など、全体像を明らかにしつつ行う必要がある。」と記述して

おりますので、それに基づいて、「予算の全体像」をマクロとの関連等々を踏ま

えて取りまとめる。 

マクロとの関連で言えば、１．に書いておりますけれども、「改革と展望」の

シナリオに今のところ沿った動きをしている。しかし、リスク要因が高まってい

ますので、15年度に向けて歳出改革、税制改革、規制改革、更に金融システムな

どへの取組を強化するという認識であります。 

「15年度予算の目標」は、経済の活性化と財政健全化の両立である。そのため

に歳出改革を加速すると同時に、その成果も活用しつつ、持続的な経済活性化・

民需拡大に寄与する減税を行うことが不可欠であるという認識を示しております。

２ページ目の「15年度予算の骨格」の部分でありますが、(1） の歳出改革の加

速につきましては、これまで御議論いただいたことを簡潔に要約をしております。

(2）の「歳出の見積もり」でありますが、「一般歳出については、実質的に14

年度の47.5兆円を下回ることとし、さらなる抑制が可能となるようあらゆる努力

を行う」。一般会計歳出につきましても、「実質的に14年度の81.2兆円以下に抑

制する」としております。 

「歳入面での改革」でありますけれども、基本方針を踏まえて、活性化を目指

した「本格的な税制改革の検討を進める」。２つ目のパラグラフですけれども、

「減税に際しては、一層の歳出改革や国有財産の売却を進めるとともに、これに

加えて、多年度での税収中立の下で、一体的な税制改革の一環としての増収等を

活用することとし、マクロ経済との関係を踏まえながら、その規模、期間、内容

などについて早急に検討を進め結論を得る」。 
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歳入については、「引続き検討を行う」というふうな取りまとめでございます。 

一応、各議員にはお回しをしておりますが、御意見がございましたら、どうぞ

いただければと思います。（意見なし） 

それでは、後でまた、概算要求の話と併せて御意見を伺うこととしまして、こ

の案そのものについては、承認をいただくということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

(竹中議員） それでは、そのようにさせていただきます。 

続きまして、塩川大臣から「概算要求基準」について資料の御説明をお願い申

し上げます。 

(塩川議員） 平成15年度の予算の概算要求基準につきましては、現在、８月７日の閣

議了解に向けまして、全力を挙げて検討を行っておりますが、この機会の概算要

求基準案の大枠について御説明いたします。 

平成15年度予算編成におきましては、６月25日に閣議決定をされました「基本

方針2002」の基本的考え方を踏まえて、歳出改革を一段と推進してまいりたいと

考えております。このような観点から、平成15年度概算要求基準の設定に当たり

ましては、歳出抑制と予算配分の重点化・効率化を同時に実現するため、適切な

内容となるよう枠組みをいたしたいと考えております。 

その詳細につきましては、主計局長から説明いたしますが、よろしくお願いい

たします。 

なお、皆さんにおかれましては、極めて、忙しい、厳しい日程の中での調整と

なりますが、格段の御協力をお願い申し上げたいと存じます。以上です。 

（林財務省主計局長） それでは補足して御説明申し上げます。 

今、大臣が仰られたように、平成15年度の概算要求基準については枠組みを大

きく見直すことにしたいと思っております。基本的な考え方は３つございます。 

１つは、新しい経費区分を導入するということでございます。公共投資、義務

的経費、裁量的経費と３つ区分けして概算要求基準を作るという初めての試みで

ございます。 

それから２番目に、後ほど申し上げますが、公共投資、裁量的経費につきまし

ては、いわゆる各省の要望額、シーリングの緩和をいたします。と同時に、今の

財政事情を踏まえまして、 終的なでき上がりは厳しくする。自由な要望、厳し

い配分という考え方で枠組みを作っております。 

それから３番目は、義務的経費の見直しでございます。義務的経費につきまし

ては、年金、医療など、真にやむを得ないもののみ増加要求を認めるということ

で対応していきたいと思っております。 

お手元の資料をご覧いただきたいと存じますが、左の方に「公共投資重点化措

置」というのがございますが、平成14年度当初予算で、公共投資が公共事業と施

設費で全体として9.3兆円ございます。これは昨年に引き続きまして、公共投資全

体を公共投資重点化措置の対象といたしまして、ここにございますように「対前

年度削減幅（▲○％）」とございますが、その規模を削減をする一方で、新規要
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求がしやすいよう十分な要望額を確保いたしまして、新重点４分野への重点を図

ってまいりたいと思っております。各省庁ごとに、それぞれ公共投資の額、何％

減というところが要望基礎額というようにいたしまして、それに対して、かなり

思い切って上限を設けまして要望していただく。これによって各省庁間の配分を

できるだけ変えていきたいというように思っております。 

それから、右の方に「裁量的経費重点化措置」とございますが、これは裁量的

経費全体を重点化措置の対象といたしまして、規模全体の縮減を図ります一方で、

新規要求がしやすいよう、これも十分な要望額を確保して、新重点４分野への重

点化を図ってまいりたいと思います。 

見にくくて恐縮ですが、ちょっと出っ張っているところがありますが、これは

裁量的経費が14年度で5.5 兆円ございますが、このうちから科学技術振興費に相

当する額を除いた額をベースとして何％か落とすというところが要望の基礎額と

いうことになる訳でございます。この結果、科学技術振興費につきましては、

終的な予算額を前年同額と保証する訳ではありませんが、科学技術振興費をたく

さん持っている所管は、そうでない所管に比べてより多くの要望が可能になると

いうことでございます。 

それから、真ん中の「義務的経費」。これが一番大きい訳ですが、14年度は32.8

兆円でございます。これについては、人件費、年金・医療、あと特殊要因等につ

いては増加要求を認めますが、それ以外は認めないということとしたいと思って

おります。これにつきましては、各省庁に極力、制度改革を行っていただき、ま

た予算編成過程でも、諮問会議の御議論を踏まえて、制度改革に向けての努力を

していくということが求められていると存じます。 

それから、注２に書いてございます補助金の整理ですが、大変小さくで恐縮で

すが、例年シーリングのときに決めさせていただいておりますが、公共投資関係

費及び裁量的経費の奨励的補助金につきましては、対前年度何％を目指すという

ことで、補助金整理に向けての姿勢も打ち出していきたいと思っております。 

以上簡単でございますが、補足説明に代えさせていただきます。 

(竹中議員） 塩川大臣、特によろしいでしょうか。 

(塩川議員） はい。 

(竹中議員） それでは、どうぞ御議論をいただきたいと思います。奥田議員どうぞ。

(奥田議員） ちょっと質問なんですけれども、義務的経費の中で、２番の人件費は増

加を認めると書いたんですか。 

(林財務省主計局長） 人件費は、全体で32兆円のうち10兆円あるんですが、現行の法

律に基づいて、それぞれ計算をして要求をしていただくということになります。 

(塩川議員） それは今日の与党政策委員会の中でも、人件費の、これは法で決まって

いることであるけれども、これの引下げを、１％引き下げてもらうということの

要望をしていると聞いているが、それの経過はどうかということの質問が出まし

た。まだ、これは、人事院勧告の結果を見て、義務的経費の削減を考えたらどう

だという提案がありました。まだ、これは不確定なものですけれども、極力その
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方向で努力してみたいと思っています。 

(竹中議員） 吉川議員どうぞ。 

(吉川議員）  今、御説明がありました概算要求基準。考え方は、私は大変結構だと思

います。概算要求基準というのは、良い予算を作る一つの技術、テクニックだと

思いますが、結構だと思います。 

ただ、予算については、やはり「予算の全体像」で、政府としてどういう考え

方なんだということを国民に分かり易く説明していただく必要があると思います。

今、予算と税、両方一体として考える。これも結構だと思うんですが、例えば、

歳出カットをして、それを減税の財源に回す。良いとか悪いとか色んなことが言

われているんですが。要するに、歳出の額と減税と国債の発行額、この３つは全

部自由に動かせる訳じゃないです。３つ連動している訳ですから、そのうち２つ

決めれば残りの１つは自動的に決まる。こういうものである訳で、それをどうい

うふうにして組み合わせるのが一番良いのか、そういうことだと思うんです。そ

の場合にどういう点を考えて良いと言うのか。そのときの基準が、結局のところ

は、経済に与える負荷、それからあとは２番目が、活性化にどれぐらい資するか、

３番目が、財政規律と。この３つを政府として総合的にバランスをとっていただ

いて、今年の予算、あるいは税の問題、国債発行額、そうしたことをこういうと

ころが一番良いと考えているんだという形で説明していただく必要があると思い

ます。 

(塩川議員） そのことを思いまして、実は、この概算要求の大枠はこういうふうに提

示しておりますけれども。要求は比較的自由にやってもらいたいと思っておりま

して。ここに書いてございますように、上の方は点々と書いていまして、これは

希望的観測を与えている訳で、ここでできるだけ自由な発想で出してもらいたい。

そして、 後は12月になって絞り込むことになります。吉川先生の仰るようなこ

と、私らも当然、３セットやらなきゃいかんと思うんです。何時の時期が良いか

なということなんです。１つは、税のあり方が大体決まってくるとき、それとセ

ットしなければならんだろうと思っておって、こっちを決めてしまって、税を制

約するということができるのだろうか。それは国債発行の問題をあまり動かさな

いという考えでありますので、それはそれなりでできておるんですが、そうする

と、税の決まり方と合わせて発表できるようなことをさせてもらったらな、と思

うんですが。何時が宜しいやろ。 

(吉川議員）  それは政府として色んなお考えがあると思うんですが、内容の方につい

ては……。 

(塩川議員） それは経済財政諮問会議の問題でもあります。 

(吉川議員）  ちなみに、我々民間議員としては、前回もあれしましたけれども、やは

り歳出については効率化の余地があるんだという。これは一つの考え方ですね。

そうでないという考えもあるかもしれませんが、我々は、今の歳出予算の中には

無駄がある。まだ効率化の余地があると。多くの国民もそう思っているのではな

いかというところを前提にして、やはりカットを進める。一方では、それだけで
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は経済に負担がかかり過ぎる。活性化の面でも足りない。だから、減税を進める。

そういうことが良いだろうという一つの考えを示した訳ですが、いずれにしても、

そういうことを政府として分かり易く国民に説明していただく必要があると思い

ます。 

(塩川議員） そうでないと分からんですね。 

(竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

(牛尾議員） 今日の問題提起に関しては、十分理解しておりますので、特段のことは

ございませんが、前回、塩川大臣が仰った14年度予算の十分点検した結果を、ど

う15年度に活かすかということは、大体どの時点で概算要求基準から概算要求し

たところの辺で、どこかで活かさないといけないと思うんです。 

(塩川議員） 絞込みのときでしょうね。 

(牛尾議員） 一番 後ですか。 

(塩川議員） ９月からずっと概算要求を出して、12月に交渉しますね。その間で……。 

(牛尾議員） これは非常に国民にとっても分かり易い話なので、国民に対するメッセ

ージ性で、そういうことをどこかでして。「だからこうした」という、その経過

が非常に大事だと思うので。その辺はスケジュールを決めて、そういうふうなこ

とを喋っていくことが大事ではないかと思うんです。それが１つ。 

もう１つは、全体像として、前回、民間議員が出したものを竹中大臣を中心に

上手にまとめていただいたんですが、これは党や行政セクションや民間議員とい

うものの、この中では大変良くまとまっていると思いますが、国民が読んでもあ

まり分からないと思うんです。国民が読んで、これはどういうふうに……。 

(塩川議員） 難し過ぎるんや。 

(牛尾議員） でありますので、今日は、あまり意見はありませんが、やはり、来週の

概算要求の数字が入ったところで、国民に対して分かり易いメッセージを同時に

出す必要があるのではないか。何時も、ここでやると行政上のレシピだけが出て、

メッセージが無いんです。総理が立ち止まってメッセージするのは、これまた余

りにも簡単過ぎるので、その間をきちっと、しかも今回は非常に幸いなことに、

この予算編成の経過がこれほど報道されたことは珍しいぐらいに、去年に比べる

とはるかに詳細に色んな議論があって。我々が後退している訳じゃないですけれ

ども、力を出してこないと、そういうふうに書いてある訳です。 

(塩川議員） いや、いや、先生方のおかげで……。 

(牛尾議員） 終的な国民への広報を同時にきちんと。要するにパンフレットを配る

のではなくて、８月６日に決議をして、閣議が７日ですけれども、そのときに、

こういう表の全体像というものの国民向けの紙をきちんと書く必要があるのでは

ないか。「こういう考えであった」と、「これはクレームがあって、こういう経

過を経て、全体像はこうできます」と。全体像の中には、当然、歳入である税も

入りますし、ここに書いてある歳出改革、税制改革、規制改革、金融システム改

革の12月までの構想なんかを見て書けば、国民に対して納得性がある訳です。そ

ういうものを作る必要があるのではないかということを申し上げたいと思います。
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(塩川議員） 具体的に書かなきゃ理解してくれないと思いますね。私は、今、主計局

の方に、これからの交渉の中で、例えば、「行政経費を出すにしても、単価とか

定員とかというようなもののやり取りを公表していけ」と。そうでないと、国民

の方では訳が分からんで、高いの、安いのと言っているだけということで、例え

ば、学校建築にしても、「このぐらいでできると思っているのに、基準で言うと、

こうなっておるんだ。それをこう下げるんだ。それによってこれだけ節約するん

だ。」というようなことを具体的に言っていけと。「だから、補助金はこれだけ

下がります。」という説明をすれば良いんです。 

(牛尾議員） 国民に、これだけ歳出を削ったなということが納得できるものが必要だ

し、後段に出てくるであろう中央がやってきたものを地方に移すという、片山大

臣の所轄の問題ですが、いよいよそこへ踏み込まざるを得ない訳です。それを全

部まとまってから書くと行政的になる。国民へのメッセージは、そういうプロセ

スを順番に、しかもそれが一歩一歩分かることが、小泉流だ。国民を味方に入れ

る方法なので、そこのところを、普通なら広報官というのがおって、こういうこ

とをするんですが、内閣では官房長官が広報官を兼ねていらっしゃるから、官房

長官の立場では決まったこと以外言えない訳です。広報官というのは、やや憶測

を兼ねて国民に分かり易く喋る訳ですから、今度そうことをやらないと駄目だろ

うという気がします。放っておけば、この後ずっと下げられて、 後にポコッと

潜水艦が表に出て、何もかも決まったときに、また硬い文書が出るだけで、何と

なくはっきりは分からないから。今、非常に良い流れできていますので、やはり

８月の税制の議論も、８月の大臣のイニシアチブも全部、その度ごとに広報しな

がら国民に納得を与えていく。やはり民営化というのは凄いことなんだ、小さな

政府は凄いことなんだということを一歩一歩進んでいるな、ということを見せる

必要があるのではないか。結果としては、行政にはこの紙で十分ですけれども、

国民には分かりづらいだろうという気がしますので。 

(塩川議員） 特に、税ですね。税は議論の経過を出すのが一番分かり易い。 

(牛尾議員） 税と歳出のカットも同じです。国民の歳出カットに対する不信感という

のは非常に強いですから、そういう点を広報するという従来の機能では不十分だ

というふうに私は思います。 

(小泉議長） 先ほどの行政単価とか、14年度予算の点検と一緒にやるというのはどこ

でやっているんですか。 

(塩川議員） 主計局で、去年、随分調べたんですよ。 

(小泉議長） 今の、円高のときの自動車の問題だって、円高だから値段を上げるとい

う発想は民間の会社は出なかったはずだよ。マクドナルドのハンバーガーだって

赤字になったから値上げしようということはない。ところが道路公団は、赤字だ

から値上げしようと言う。こういう発想自体を変えてもらわないとね。それで単

価だって、元国鉄の松田さんが言ったように、「値段半分、重量半分、寿命半分

で良いから安いのをやれ」と。こういうのを、去年の予算を見て。これだけデフ

レの時代に物価が下がっているときにやれないはずないんだよ。それを具体的に
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やってくれよ。 

(塩川議員） 総理ね、それを今まで公表しなかったから分からないんです。 

(小泉議長） 公表してやってくれよ。具体的に、何でこんなに予算、高いものをやっ

ているんだと。今、刑務所が足りない。収容所が足りない。建設方法を考えたら、

同じ額で倍のものができるはずだよ。どのぐらい収容者を入れるかという工事で

も、公表してやってくれよ。どういう点が問題で、何でこんな高いのをやってい

るのかと。高速道路の固定電話だけじゃないよ。250 万円かけてやる必要がある

のかどうかは、他にもたくさんあるはずだよ。そういうのを具体的に出して公表

してやってくれよ。どういう点が問題で、何でこんなに高くかかっているのかと。 

(牛尾議員） 事業量を減らさなくても歳出は減るんですよ。総理が前から仰っている

けれども、いつも空振りで、それから進まないんですよ。 

(塩川議員） 例えば、地方児童相談所があるでしょう。あそこなんて、ガチッと所長

がおって、所長は課長クラス。それで25人。一般児童相談所は、13人と決めてあ

るんです。それだけ要るのかと。そんなに要らないじゃないか。そういうような

ものは相談してやってもらったら良い。そこが制度的に入っておるのや。だから、

これは難しいんだ。けれども、何人置けということは法律じゃないんだ。これは

行政指導や。だから、そこらの行政指導を打ち破っていくことが、これからの予

算のとき、しんどい。 

(牛尾議員） 期待していますから。 

(塩川議員） 応援してもらわな、あきまへんよ。 

(牛尾議員） そういうのを広報せんと、しかも、それを国民に知らせないといかんで

す。 

(片山議員） 行政指導じゃなくて、補助金なんです。人件費の補助金と連動している

んです。必置規制と言うんです。大分直りましたが、未だ残っています。 

(塩川議員） その必置規制が行政指導でやっておる。 

(片山議員） 必置規制はかなり整理したけれども、未だ残っています。 

(牛尾議員） 行政の慣行では、きちっと物事が確実になるまでは発表できないという

印象があるものですから、結局、 後まで発表できないんですね。それは、中間

で国民に知らせる、伝えるということが如何に民主主義で大事かということです

よ。 

(塩川議員） 今まで「腹と腹で行きましょう」なんて。腹と腹と、予算でそんなこと

を言ったって分からへんもの。 

(牛尾議員） 僕ら民間人は、全然腹なんてありませんから。結果だけですから。 

(小泉議長） 額が減ったって、事業量が増えるところもあるはずだよ。 

(竹中議員） 本間議員お願いします。 

(本間議員） 今のお話にも出ている訳ですけれども、今年度初めて「予算の全体像」

という形でまとまり、そして、それを踏まえて概算要求基準を作っていくと。そ

して年末に向けてそのプロセスを踏んでいくということで、説明責任の上で大分

前進したんだろうと思いますが、この全体像をまとめていく上で、基本的な矛盾
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が存在しているんだろうと。それは国民に分かり易く説明しようとすればするほ

ど、与党との関係、あるいは行政間におけるねじれを具体的に詰めていく上では

困難であるというジレンマをどういう具合に克服するかということは、私は今後、

非常に大きな課題になってくるんだろうと思います。一見矛盾するかの如き、そ

れをどう克服するかという時に、私はステップ、ステップをきちんと踏まえてい

くということが必要で、与党の皆様は全体像を示されて、全体の金額をそれはそ

の辺が良いかも分からないと。公共投資の関係の方に言うと、「自分のところは

削られるのは嫌だ」と、「社会保障のところで切れ」と。社会保障に行くと、ま

た別のことを仰る。つまり、それぞれが部分均衡的に予算を考えて、ソフトバジ

ェットで考えていくということが、極めて非効率な予算要求につながっていく。

初めからバジェットをきちんと全体としてどのように提示をして、その中でプラ

イオリティ付けというものを先生方も含めて決定をしていくというメカニズムを

作っていきませんと。そこを困難だからといって全部隠して、そして財務省を中

心にして先生方を回られて、落としどころを見つけていくという手法を続けてい

く限り、これは国民に対する説明責任、情報公開という点では非常にトレードオ

フがある訳です。そこを是非きちんとした定型化をする必要がある。これは来年

度も全体像を作っていくということが必要でございますので、フィードバックも

含めて効果がどのように、単価の点で事業量がどうなるかというようなことを昨

年からやってきている訳ですから、是非、主計局にもお願いをして結論が分かる

ようにしていっていただきたいというのが第１点です。 

それから、第２点は、今日御説明いただきました概算要求基準。これは具体に

落としていくときに非常に難しいということは良く分かる訳ですが、概算要求基

準額が余り大きく膨れ上がると、48兆円を超えるような形でまとめて、果たして

14年度の47兆5,000億円を更に切り込むというようなことに結びついていけるの

かどうか。是非、ここもきちんとした枠組みを作っていただきたいというのが第

２点です。 

それから、第３番目の点は、やはり減税の問題です。総理からも御指示がござ

いまして、それをどういう具合に具体化をしていくのかということ。これは言葉

として色々抵抗があるみたいですけれども、改革還元型で見える形で、構造改革

が進んでいくという形で国民を説得するということが、非常に重要なんだろうと

いうことで、主張しておる訳であります。具体的には、非常に難しいということ

も我々理解しておりますので。しかし、その前段として、税制改革の中身をここ

できちんと相当時間をかけて議論をしていくということは枠組みとして必要にな

ってくるのではないか。これは当然、11月に予算大綱を決めていくような部分の

前にきちんとやらなければならないと思いますから、８、９月のあたりで集中審

議を是非お願いをいたしたいと思いますし、制度減税と政策減税の関係等も整理

を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ので、是非、そこの辺

のところを十分に今後議論していただきたいと思います。 

(竹中議員） 速水議員どうぞ。 
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(速水議員） 中長期的な財政規律の確保というのは重要だということは今までも申し

上げてきたんですが。特に来年度に予算について申し上げたいのは、１つは構造

改革との関連。民間部門の活力を上手く引き出すように支出内容の見直しをして

いただきたいし、税制改革もその方向で重要な課題だと思います。 

それから構造改革との関連で、特に、ここにきて、この会合でも「小さい政府」

という言葉を使い始めてきたのは非常に良い方向で、非常に分かり易いし、この

ことは形の上でも出ていっていただきたいと思うんです。先ほど人件費の話も出

ておりましたけれども、小さい政府と言いながら、人件費が増えていくというの

は、一般に見る人は理解しにくいと思いますので、その点からも、先ほど議論が

出ておりましたけれども、減らすなり、増えないようにしていただきたいと思い

ます。 

(塩川議員） 本間先生の話の中で、私ばかり喋って恐縮ですけれども、仰るように、

各ブロックごと、中に数字が入っていないというのが、未だ党との間で決まって

きていないんです。党はなかなかきついことを言っています。そこで、この10日

間ほどの間の交渉の結果で、この中身の中で、例えば、公共事業を何ぼ削れとい

う話が動いていきますから、確定しませんけれども、１つだけ決めておいてくれ

ということで、それは、これの一般歳出は47兆円。この辺の水準で多少のでこぼ

こはあっても、これで行くということを確認してくれと。これが１つ。それから、

予算の総額の規模については、82兆円までの、この前は81兆6,000億円ですが、こ

の規模で行くと。この水準で行くということの２つの大枠だけは決めてくれとい

うことで言っていまして、それは大体党が呑んでくれたんです。今日も、先ほど

与党との政策責任者の会がありまして、「この大枠については、大体その中で。

ただし、中身についてはこれから相談をするよ。」と、こういうことで一応終わ

っているものですから、なかなかこの割振りが去年のようには行かんと思うんで

す。去年はピシャッと行きましたけれども。なかなかここのところは一番難しい

なと思うんですけれども。しかし、外側の入れ物は決まってしまったんだから、

大体その中で押し込んでいきたいと思っています。 

(竹中議員） 平沼大臣。 

(平沼議員） 今までの議論を踏まえて、こういう「15年度予算の全体像」、この大枠

で、私はこれで良いと思います。この中に盛り込まれていると思いまして、言わ

ずもがなになると思うんですけれども、15年度予算を考えていく上でやはり重要

なことは、財政の規律は当然のことながら強化をして、そして早急にデフレを如

何に克服して、経済の活性化を図る。このことが15年度予算を考えるに当たって

はポイントではないかと思います。歳出の面につきましては、当然、この中にも

盛り込まれておりますけれども、歳出抑制に努める一方で、先ほど日銀総裁もち

ょっと言われましたけれども、公需というのは減少する訳ですから、それを如何

に民需の拡大でカバーするか。こういうことで民需でカバーするという観点は、

極めて重大だと思っております。そういう意味では、やはり経済活性化戦略を進

めるための予算というのは重点配分をする。こういったメリハリをつけることが
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15年度予算編成について、特に、歳出面では非常に大切なことだと思っています。

とりわけ喫緊の課題であります産業競争力強化のために重点４分野。それに対し

ては、実用化に直結する、そういった実用化技術開発、こういったことについて

は厳格な要件を決めて、そして予算を集中投入する。こういうことも私は必要な

ことだと思っておりまして、この中に盛り込まれていることだと思いますけれど

も、念のため言わせていただきたいと思っています。

(竹中議員） 特に、宜しゅうございますでしょうか。片山大臣どうぞ。 

(片山議員） 概算要求基準の中で、義務的な経費をどうするかというのが一番大きい

んです。そこで私どもの方から言うと、地方から言うと、１年かかって税源移譲

と交付税と国庫補助負担金の工程表を作ろうと。そこで義務的な制度を変更しな

ければならない。この義務的な経費と奨励補助金ですね。義務的な経費というの

は、地方から言うと国庫負担金なんです。奨励的な経費は、国庫補助金なんです。

そこで、一つのポリシーを持って、これはアトランダムにやるのではなくて、ポ

リシーを持って奨励的補助金はこうやる。15年度はこうやる。あとはこうやる。

それが工程表ですから。義務的な経費も一つのポリシーを持って当面こうやると。

中長期的にどうやると。そこがないと、来年度だけのことを考えてバーターで切

るというのは駄目ですよ。そこのところは財務大臣よろしくお願いします。よく

相談していただいて、そこでつなげていかないと。 

(竹中議員） 定期的な改革と来年度の予算の整合性をとらせると。 

(片山議員） そうそう。 

(小泉議長） 特に、地方分権なんて１年や２年でできる訳がないから。 

(片山議員） 税源移譲なんていうのはできません。 

(竹中議員） どうもありがとうございました。ちょっと取りまとめをさせていただき

ます。 

まず第１に、今回につきましては、初めて予算の全体像を取りまとめた。これ

は、やはり、予算のプロセスとしては意義があることであったと。ただし、これ

を踏まえて概算要求基準を作成するに当たっては、これと整合的な形でなければ

いけないだろうという御指摘だったと思います。 

これについては、第２番目のポイントとして、やはり国民へのメッセージが重

要だということと大変絡まってきます。国民へのメッセージを分かり易く説明す

るというのは、内閣官房と内閣府と財務省とで少し詰めて議論をしたいと思いま

す。ちょっとこれは言わずもがなだと思いますが、国民から見ると、多分３つの

数字が今回出てくることになる訳です。「予算の全体像」の数字と、ここに書い

ている概算要求基準額、といいますか、主計局長は先ほど「要望の基礎額」とい

う言葉も使われましたけれども、それと要望額と。その仕組みが意外と専門家の

方も分かっておられないような気がして、そういうことも含めてきちっとしてい

くということが重要なんだと思います。 

３番目が平成14年度予算の点検です。まさにこれは政策評価の問題だと思いま

すが、それを一般論ではなくて、予算プロセスの中に入れていくためにどうした
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ら良いか。これも「公表しなさい」というお話がありましたから、財務省とちょ

っと調整をさせていただいて、どういう形が可能かということを是非考えるよう

にいたします。 

それから税について、本格的にきちっとした議論が必要だという御指摘があろ

うかと思いますので、これについては、引き続き、きちっと時間をかけて納得の

いくような議論をしたいというふうに思っております。 

以上、予算でありますが、次回は、この概算要求基準の中に数字を入れたもの

を塩川大臣の方から御提案をいただくということでよろしくお願い申し上げます。

(奥田議員） ３ページの真ん中に書いてある「多年度」というのは、一体何年ぐらい

を考えていますか。 

(竹中議員） それも含めてこれから議論するということです。 

(塩川議員） 大体３年から５年の間と思います。 

(竹中議員） 色んな議論がこれからあろうかと思いますので、議論をさせていただき

ます。 

○政策金融について

(竹中議員） それでは、柳澤大臣と石原大臣にお越しいただきましたので、政策金

融の議論に移りたいと思います。 

まず、お手元に「政策金融改革について」という私の名前でのペーパーがござ

います。これは、事務局が各国比較等々を行って取りまとめた事務局のペーパー

でありますが、簡単に私の方からポイントだけを説明させていただきます。 

１ページ目をご覧いただきたいと思いますが、経済社会構造が変化する中で、

政策金融の貸出残高ないしシェア、これは下の図を見ていただきたいんですが、

実線だけをご覧いただきたいんですが、シェアが一時下がった後、むしろ90年代、

一気に15.9％まで高まっている。貸出の６分の１を政府が占めているというふう

な数字、これはかなり大きな数字になっているという事実がございます。 

２ページ目をご覧いただきたいんですが、アメリカ、イギリス、ドイツ、フラ

ンス等々と比べた４か国の政策金融の住宅を除く規模の比較を行っております。

この中では歴史的にアメリカやイギリスというのは資本市場が発達しておりまし

て、政策の金融ウエイトが低い。ドイツ、フランスは日本と同じく比較的高いと

いうことであります。日本が19.1%、ドイツが16.7%という高い数字になっており

ます。ほかのところは低い。しかし、参考のところに書いておりますが、ドイツ

は間接融資が多くて、間接融資を除いた直接融資、つまり直貸のウエイトという

ことになると6.8 ％ということになる。日本の政策金融の特徴として、直貸が非

常に際立って多いというのが国際比較の中からも浮かび上がってくるのかと思い

ます。中小企業向け信用保証を含む合計で見ても、日本の数字は高いということ

になります。 

２ページ目の一番下のところでありますけれども、フランスでは、90年代初頭

にあった８つの政策機関のうち、産業、インフラ向けなど４機関を民営化しまし
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た。さらに、２機関を統合しておりまして、現在では８つあったものが３つに集

約化されているということで、市場の圧力の高まりの中で、各国ともかなりの努

力をしているということではないかと思います。この問題点については、既に何

回か御議論をいただいていますが、市場機能の阻害というのが一番大きな問題で

はないかと思います。 

３ページ目に、今回、民間金融機関に対するアンケート調査を行っております

が、民間圧迫事例についてということになりますと、「案件の横取り」が 138。

回答の中では比較的多い。民業圧迫を生む要因としては、金利と固定金利。つま

り長期固定の低水準金利というのが民業を圧迫しているというような声が多いと

いうことだったと思います。 

５ページ目に行っていただきまして、改革の方向性について取りまとめをして

おります。先ほどの説明の要約になりますが、先進各国は程度の差こそあれ、必

要な政策遂行のための政策金融活動を行っている。その中で、資本市場が発達し

た英米では度合いが少ない。間接金融の役割が大きいドイツ、フランスでは、中

小企業向けなどを中心に政策金融が活用されている点で日本と共通する点がある。

ただし、日本の場合、直貸が多い。またフランスでは、対象分野を中小企業やＯ

ＤＡに絞り込んだ上に、更に運営面でも民間と同一基準での協調融資しかしない

とか、つまり、民業のあくまで補完ということに徹するための幾つかの工夫がと

られているということではないかと思います。 

したがって、こうしたことを踏まえて、この５ページ目の一番下の行でありま

すが、市場機能を 大限に活かして、民業補完が担保されるような方向での改革

推進が必要であるということであろうかと思います。これを踏まえて、政策金融

についての基本的な考え方を整理させていただいております。 

６ページでありますが、 初のポツは、要するに市場機能の 大限の発揮が不

可欠であるということ。 

２番目のポツは、1,400 兆円の個人金融資産が適切なリスクテイクを前提に、

豊かなリターンを生む構造が実現され、国民一人一人も「改革の配当」を受け取

ることができるように効率的な資源配分を実現しなければいけないということ。 

３ポツ目は、政策金融改革は、こうした経済・社会実現のため、民間金融が活

動の場を広げることができるような、さらには、フロンティアの挑戦を妨げられ

ることがないような方向で実施されるべきであるということではないかと思いま

す。同時に重要なことは、民間金融機関において新たな努力をしてもらわなきゃ

いけない。民間金融と政策金融というのは表裏一体であって、民間金融の機能強

化と分離して、この政策金融の議論をすることはできないのではないかというこ

とにもなろうかと思います。 

後の８枚目でありますけれども、「政策金融改革を進めるために」というこ

とで、議論の方向性だけ取りまとめをさせていただきます。 

まず、これまでに確認された基本スタンスとしましては、民業補完、政策コス

トの 小化、機関・業務の統合合理化の原則の下で抜本検討を行った上で、公的
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金融の対象分野等々の見直しを行う。これはそもそも出発点での確認でありまし

た。更に確認されたのは、中長期視点に立って、公的金融のあるべき姿は何かを

まず議論する。同時に、その際、現下の厳しい経済金融状勢を踏まえた移行行程

についても、何年かけてやるとかを含めて検討する。これが今までの確認事項で

あったと思います。 

今日の取りまとめを踏まえて、更に御提案申し上げたいのは、個別の政策金融

機関について、 終的には検討することになる訳でありますけれども、その上で

前提となります「政策金融改革に関する基本方針」。個別論ではなくて、総論と

してのどのような改革方針で臨むかということを諮問会議において９月中を目途

に基本方針を取りまとめては如何がかというふうに思います。 

さらに、この取りまとめに当たっては、今、申し上げたように、市場機能を

大限に活かして民業補完を担保する観点から、諸外国の例を参考にして、また民

間金融の強化など金融システム改革も視野に入れながら、今の議論を踏まえて行

っていただくということではないかと思っております。後ほど御議論をいただき

たいと思います。 

今日は、政策金融に関しましては速水総裁からもペーパーが出ております。お

願いします。 

(速水議員） お手元にお配りしてあります資料をご覧いただきたいと思います。 

１．の「公的金融についての考え方」でございますが、「民間でできることは

民間に委ねる」という原則の下ですから、中長期的に目指すべき方向を明確にし

ておくことが望ましいと思います。同時に、見直しのスピードについては、今、

申し上げた方向性の下で実体経済や金融システム、あるいは金融支援の動向を踏

まえて、その都度検討していくべきものと考えます。 

ここに出しました表。先ほど竹中大臣からも出ておりましたが、貸出残高に占

める政府系金融機関のシェアというのは、ご覧のように増えてきております。2001 

年度の19.4％は、先ほど竹中さんの数字で15.5％でしたが、これは恐らく住宅関

係が入っていないと思います。ご覧のように増えております。中小の方は、大体

横ばいでございますけれども、お金が入る方は、郵貯で民間の預貯金の３分の１

ぐらいは郵便局へ入っているんです。出る方はこういう形で２割近い貸出が政府

から出ていくことになります。 

さらに内訳を２．でご覧いただきたいんですが、政府系金融機関、これは大企

業向けの貸出が非常に大きなウエイトを占めている訳です。貸出先は優良大企業

でありまして、当該企業における政府系金融機関の借入シェアが非常に高くなっ

てきております。下の表でご覧いただきたいと思うんですが、日本政策投資銀行

では、電力とか、鉄道とか、航空というところが大きくて、それらの企業の借入

シェア、借入シェアという場合には、社債や新規契約が含まれておりませんけれ

ども、こんな大きなウエイトを占めております。国際協力銀行にしましても、こ

れは商社と航空関係などが多い訳ですが、これまた借入に占めるシェアは非常に

高いのが、この数字でご覧いただくとおりでございます。政府系金融機関による
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低利での長期固定貸出というのが金利形成に影響を与えることを通じて、社債市

場等の発展をも阻害している面があります。大企業向けの先ほど出ておりました

長期固定低利融資、明確な公共政策目的を有する貸出以外は、これを減らして撤

退をしていく方向で進めていくべきではないかというふうに思います。 

３枚目ですが、保証機能の活用。それから、今後の方向としては、アメリカで

も保証が中心になっておりますし、真ん中の表が、ご覧いただきまして、米国の

保証というのは、住宅とか、教育ローンとか、中小企業とか輸出関係のものが多

いんですけれども、保証をしているんです。第一線で民間の銀行と争うのではな

くて、民間の銀行、金融機関が貸したものを保証するという形で出ていく出方が

あるベき姿ではないかと思います。直接貸付の方は、2,400 億ドルぐらいですけ

れども、これもスチューデント・ローンなどが非常に多いんです。こういう形で

保証とか、利子補給等を基本とする方向で行くべきではないか。例えば、中小企

業の売掛債権の証券化におきまして、証券化市場の促進のために、公的保証を活

用することが望ましいと思いますし、証券化市場の促進ということは、中小企業

金融への円滑化、あるいは民業の活性化にも寄与していくと思います。 

下の表（２）でご覧のとおり、中小企業から取引先への売掛債権を、あるいは

下請が売掛債権を証券化する時に、その都度ＳＰＣというのが設置されて、資産

担保コマーシャル・ペーパー、アセット・バックＣＰ（ABCP）と言っております

けれども、こういうものを公的保証して、中小企業金融公庫とか、国民生活金融

公庫とか、商工組合中央金庫とか、そういったところが保証してくれれば、市場

に出て投資家がそれを買うというようなことができていくんじゃないかというふ

うに思います。 

後に、「会計、ディスクロージャーの充実」でございますが、中長期的な見

通しの方向を明確にする観点で、ディスクロージャーの一層の充実を図っていく。

それから、貸倒引当金を含めて、民間会計基準で計上することが望ましいと思い

ます。ここでちょっと表をご覧いただきますように、貸倒引当金でも民間会計基

準と、その右にあります特殊法人の会計基準というのは非常に甘い訳でございま

して、資本金もそうですが、もしこれで民間のベースでいけば、かなり損が出る

という形になっております。そういうことを入れさせていただきました。 

(竹中議員） 総裁、すみません。 後の確認ですけれども、民間基準で損が出るとい

う 大のポイントといいますか、要因は何になるんでしょうか。 

(速水議員） やはり資本金が少ないとか、あるいは民間の会計基準での貸倒引当金が

置かれていないとか、そういうようなことがかなりあるんだと思うんですけれど

も。そういうものを積んでいって、なお利益が出るという形にしていくべきでは

ないかというふうに思います。 

(竹中議員） はい、分かりました。 

それでは、本日は、柳澤大臣の方からも資料を提出していただいたております。

よろしくお願いします。 

(柳澤臨時議員） 日本の政策金融については、竹中大臣、あるいは速水総裁の方から
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もお話があったように、その残高が、他国に比べても非常に大きくなっていると

いうことが基本的に問題だというように思います。色々補助金で利子補給の形を

とったらどうかとか、保証の形もどうかと、そういう議論ももちろんある訳です

けれども、やはり一足飛びになかなかそこまで、金融技術の面からいっても現実

論では行かないということになると、資金を伴った政策融資というものの存在と

いうのは、今暫くは、日本の経済の中では続くのではないかと、こういうように

思います。 

問題は、政策金融というものを無くするということではなくて、ここまで増大

してしまうというのは、政策の評価というか、政策の寿命というものをあんまり

ルーズにし過ぎているということが基本的な問題なのではないかと私は思います。

政策金融そのものを全廃する、あるいは我々の世界から無くしてしまうというこ

とは、現実論なかなか難しいので、どうやったらそこのところを、寿命をきちん

と決めたり、あるいはどういう条件の時にこれを発動させるかということを、そ

ういう指針を見つけ出していくということが現実的には大事ではないかと思いま

す。それは、政策コストを明確化するということが、その場合の道具立てになる

のではないかと思いまして、まず、そういうことからアプローチしていったらど

うかと、こういうように思う訳ですが、そういうアプローチは、実は、行革的ア

プローチなものですから、私は、今日は全然別の観点から、我々の民間金融シス

テムの改革の側面から政策機関というものに対してちょっと注文というか、私ど

もの問題意識をお話し申し上げたいと、こういうように思います。 

それのパーパーがそこにお配りしているペーパーなのでございますけれども、

「金融システム改革のための政策金融機関の役割」と。ちょっとこなれていない

んですけれども、そういうことでメモをつくってみました。私どもの金融システ

ム改革というのは、従来は、「産業金融モデル」というか、リレーションシップ・

バンキングということで、貸出先と緊密な色んな情報のやりとりをやっていて、

一度貸すと、それをずっと持ち続けていくと、こういうバンキング、銀行業務で

あった訳ですが、今日、そういうものには限界が見えてきたのではないか。私、

エピソード的に申しますけれども、実は前の金融再生委員長のときに、アメリカ

のバンカーの訪問を受けたときに、こういうことを言われたんです。「もうバン

キングというビジネスは、寿命が尽きたのではないかと私は思いますよ。」と。

つまり、もの凄い貸出残高を持って、その中にはもの凄いリスクが含まれている。

それを銀行だけで受け止めるということは事実上できませんよ、というぐらいに、

この銀行というビジネスモデルについても寿命を云々するような方すらいたとい

うことで驚いた訳ですけれども、確かに我々の国も先進国になりましたから、リ

スクが増えていると私は思うんです。やはり新しい産業を興さない限り、経済全

体が浮上しない訳ですけれども、新しい分野というのは、それだけリスクが大き

い訳ですから、やはりリスクが増えている。それからまた既存の産業だったらリ

スクはないかというと、これは中国を始めとするアジア諸国の追上げがあって、

成り立っていかないようなリスクもあるというようなことで、リスクが増えてい
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る。そういう中で、今までの形の銀行業務というものはなかなか成り立っていき

にくくなっている。こういうことです。 

そこで、我々は地域にある中小金融については、今までのリレーションシップ

型のバンキングというものは有効性を持っていると思いますけれども、そうでな

い、例えば、大手の大企業、あるいは大手による中小企業貸しというようなもの

に、あるいは中堅企業貸しの債権については、これを流動化していくというよう

なことを考えていかなければいけないじゃないかというふうに考えている訳です。

これを我々は、「市場型の金融」と、こういうふうに一括りに言わせていただい

ている訳ですが。したがって、これからの我々の金融システム、バンキングシス

テムというのは、新しい「市場型の金融」と、それから従来型の「産業金融モデ

ル」というか、そういうものの複線的なことでいくということになるのだろうと、

こういうように考えております。 

そこで、「市場型金融」というものを指向する場合に、非常に大きなファクタ

ーは、先ほどちょっと日銀総裁も売掛債権のところで言っておられたんですけれ

ども、債権の流動化というか、債権という資産の流通市場を創っていくというこ

とだろうと思っている訳です。自分が貸した債権を流通させてしまうということ

なんですが、それはどうして必要かというと、もう一回改めて言うと、リスクの

分散というか、全部負担は無理なんだから、リスクを分散して、そういう投資家

の方は大数の原則でそれを引き受けられるという考え方なんですが、そこに配分

をしていくと、こういう考え方。 

それからもう一つ、そういうことをやることによって貸出金債権の資産の「市

場価値」が決められてくる訳です。そうしますと、今、私どもが引当の水準が正

しいか、正しくないか、過少かとかなんとかというような議論がある訳ですが、

それはその貸出金債権の市場価値というものが銀行経営に響いてきたら、それは

待ったなしで適正な引当を積まなきゃならなくなりますから、そういう「資産の

妥当なプライシング」という意味からも我々は債権の流通市場が必要だと、こう

いうように考えております。 

そうなると、そういう新しい形の金融というのはどういうふうに考えられるか

というと、金融機能が分散するというか、そういうことです。銀行は貸出の組成

はする。しかし、その資産をずっと持ってリスクを背負いこむようなことはしな

いと。そのリスクは流通市場に流して、機関投資家などがその受け手になって、

そのリスクを分担する。こういう一つの市場というものを考えておりまして、そ

ういう「市場型の金融」をどうしても促進しなければならない、こういうふうに

考えている訳です。 

その場合に、政策金融機関が大きな役割を果たしてくれるのではないかという

ことを今日問題提起したいのでございますけれども、今、我が国の債権の流通市

場というのはどうなっているかというと、日本ローン債権市場協会というのが存

在していまして、一所懸命、契約書のひな形なんかを作っている訳です。問題は、

債権を流通させる場合は、ある種の画一的な商品の型というものを作らなければ
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いけないし、その情報開示するということが必要不可欠でございますので、今、

彼らは契約書のひな形を一所懸命作って流通に向くような債権の形にしていこう

というようなことをやってくれております。やってくれておりますが、現実どの

ぐらいの規模の市場が今あるかというと、せいぜい３兆円ぐらいの市場規模でご

ざいます。しかも、それは実際、本当の譲渡が、法律的にも本当に譲渡するとい

うような形での譲渡が行われているのではなくて、経済的な譲渡しか行われてい

ないというようなことです。 

そこで、アメリカの経験というのを書いてあるんですが、アメリカは140 兆円

の規模の市場を持っていると。さっき私の資料では、大体、政策金融機関の融資

残高というのは170 兆円ぐらいですが、それとほぼとんとんぐらいの規模の市場

をアメリカは流通市場として持っているということなのでございます。それは、

どうしてそうやってできたかというと、私はシードマンというＲＴＣの元議長か

ら聞いたんですけれども、 初は、アメリカの、例のファニーメイが住宅ローン

の流通化ということで作った訳ですが、その後、ＲＴＣが自分が買い付けた債権

をどんどん売った。そういうことで、これは政策金融機関が先鞭を付けてやらな

いと、あるいは基盤を創ってやらないと、初めから民間では無理だというんです。

そういう意味で、私は今政策金融機関の持っていらっしゃる貸付金債権を、こう

いう市場を創るために流してもらう、そういう先鞭を付けるために機能してもら

うということが、私は一つのアイディアとしてあり得るのではないかというふう

に思っています。 

それは３の構造改革との関連ですが、政策金融機関の資産が縮小しますから、

民でできることは民でやれという小泉改革に合致していますし、実はそういうプ

ロセスでやりますと、長期固定化とか低利とかというようなものも、これはキャ

ッシュフロー・ディスカウント、ちょっとややこしくて恐縮ですが、キャッシュ

フロー・ディスカウントのディスカウントの幅を大きくすることによって、長期

もこなせるし、低利もこなせる訳ですね。そういうことであれば、民間の機関投

資家の金が、実際に、長期固定に耐えられるような形で供給できると、こういう

ようなことになりまして、民間の対応可能分野が拡大します。 

それからまた、政策金融機関については、私、さっき政策コストの明確化が大

事だということを申したんですが、そのディスカウントする幅でもって、一体幾

ら政策コストがかかるかというのは立ち所に分かるということになる訳ですから、

そういう意味でも、私はこの流通市場化を促進するために、政府関係金融機関の

持っている債権をそこに流していくということは、小泉構造改革にも非常に資す

るところ大だと、こういうように思っています。 

後に、ただ、留意事項が必要でございまして、これは債権流動化に合わせて

回収が早まる訳です。財投機関、政策金融機関にとっては、その資金は一体どう

するんだと。もちろん次の融資に回すということもできる訳ですけれども、それ

でも余ったものは、財投が引き取ってもらえるかという問題が、ここでも実は出

てくるということでございます。 
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それから、市場育成の当初段階においては、政府がある意味でアメの部分を供

給してもらわないと上手く行かない。これはアメリカの経験でもある訳ですが、

保証であるとか、貸倒れになりそうな部分だけは政府機関がずっと持ち続けてく

れて、むしろ、回収が確実なものだけ市場にどんどん流してくれる。こういうよ

うなことが必要になりますので、その点は留意が必要ですと、こういうことでご

ざいます。 

(竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、自由に御発言をいただきた

いと思います。吉川議員。 

(吉川議員）  政策金融について、順番が逆になりますが、今、柳澤大臣が仰った債権

流動化というのはもちろん結構なことだと思います。これは、既に政策金融機関

が存在して、そこに貸出残高もある訳ですから、それをどうするかという問題は

あると思うんですが。ただ、それとは別に、政策金融なるものを、日本の政策を

今後将来的にどのように考えていくかという、そのことについては、私、竹中大

臣、速水総裁の説明された資料にもありますが、細かいことをちょっと省きます

と、私はやはり日本の公的政策金融機関のサイズというのは大きすぎると思いま

す。民業圧迫という面もあって、今後、方向としては縮小していくべきものだと

思います。これは基本的な考え方だと思います。 

それから、このことと関連するんですが、「民間にできることは民間に」とい

う、そういう一つの基本的な考え方があって、それは私も正しいと思うんですが、

この政策金融を議論するときに、今言ったようなモットーを投げかけると反論が

あるんですね。それは、「政策金融というのは、もともと民間にできないことを

やっている」という反論がよくあるんですが、しかしながら、民間にできなくて、

だから、現在、政策金融機関がやっていること、それがそもそも本来的に望まし

いことなのかどうか。これはゼロベースで考え直すべきだと思います。これは非

常に重要なポイントだと思います。 

例えばですが、政策金融だけに限りませんが、色んな日本の経済政策の議論で

中小企業というのがしばしばキーワードとして登場するんですが、これも高齢者

と同じで、中小企業というのは全部一様に同じようなものとして扱うというのは

正しくないと思います。やはり、その中に色んなばらつきがある訳で、直ちにそ

れをスローガンのように、錦の御旗のようにして、それで経済政策の落としどこ

ろを決めるというのは正しくない。ですから、中小企業に色んな問題があること

は事実ですが、政府の中小企業の政策理念というのも数年前に変わった訳ですか

ら、そういうことと照らしても、政策金融の方は、残念ながら、そうした日本政

府全体の、あるいは国としての中小企業に関する政策に関する、基本的な理念の

変更に未だ付いていっていないというふうに私は思います。以上です。 

(竹中議員） 石原大臣。 

(石原臨時議員） 今日はペーパーを用意していないんですが、口頭で失礼させていた

だきたいと思います。速水総裁、竹中大臣の御指摘のとおり、対ＧＤＰ、あるい

は総与信残高から見ても、政府系金融機関の与信というものは大きすぎるという
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のが、かねがね私の述べている意見でございます。そこで、一つ問題になってく

るのは、ちょっと個別の金融機関の名前は出して良いですか、出さない方が良い

ですか。 

(竹中議員） もしあれでしたら、後でその部分、懇談とさせていただきますが、今は

どうぞ御自由にお話しください。 

(石原臨時議員） よろしいですか。沖縄をちょっと見てきたんですが、沖縄金融公庫

は、大体６つの政府系金融機関の役割を一つで担っている訳ですけれども、１兆

8,000億円の与信のうち、半分が住宅でございます。ですから、住宅部分について

は地元の銀行は少ないんですけれども、金融機関の方々と話をすると、ここの部

分はもちろん代替していくことができると。それ以外、沖縄は企業がないと言い

ましても、若干の企業というものがございまして、そこも今のような金余りの状

態のときは、民間で補填する、民間で供給に応えていくことができるけれども、

資金需要が逼迫してきた場合は、本土の金融機関等は貸してくれませんから、こ

の政策金融、すなわち公庫が必要であるという意見がかなり聞かれました。こう

いう点にも特殊事情のあるところはひとつ留意をしていかなければならないとい

うことを強く感じております。 

それと、柳澤大臣が指摘されました点も私もかねがね重要なポイントではない

かと思っております。すなわち速水総裁の資料から頂戴した日本政策投資銀行、

国際協力銀行等の融資先の企業は一流企業であって、マーケットからも調達する

ことが可能でありますし、民間金融機関からも調達することが可能でありながら、

未だ政策金融機関から融資をしている。これは日本の金融機関に対するクレジッ

トの問題ではないのかなという気がしております。そこの部分が解決されないと、

すなわち金融システム改革の中での政策金融機関の役割、柳澤大臣が取りまとめ

ているこの部分が確立されないと、口で言うほど簡単ではない。 

それと 後でございますが、債権市場の整備というものは私も非常に重要だと

思います。今、お金を回すところがなくて、国債を買ったり、アメリカの国債を

日本の機関投資家は買っていて、ある親しい大手の機関投資家のポートフォリオ

の話をしましたら、かなり歪になっています。すなわちリスクを全くとらないで、

安全であると言われるものだけに行っている。しかし、今こそ、ＡＢＳ（アセッ

ト・バック・セキュリティ）のような市場、不良債権から発生するような市場の

商品というものは手数料を入れたとしても利回りも大変良くて、ポートフォリオ

に組み込んで当然なんですけれども、それができないマインドに大手の機関投資

家と言われる人たちが置かれているという問題をどうやって解決していくのか。

これは２説あるんですが、官が動いて、そういうものが安全であるし、儲かると

いうことを示すということも緊急処置としては必要なのではないか、こんな感想

を持っております。以上です。 

(竹中議員） ありがとうございました。本間先生どうぞ。 

(本間委員） もう皆さんが仰っているとおりだと思いますが、日本の政策金融、公的

金融というものがシェアの面においても、質的な面においても、今、時代の転換
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期に来ているということだろうと思います。そして、「民にできるものを民へ」

という言い方から踏み込んで、私は、政策金融、公的金融の問題については、「政

から民へ」という原則をはっきり打ち出した方が良いというのが基本的な考え方

であります。 

その意味するところは、公益性という問題、政策上の効果という問題が余り精

査をされずに、そのまま組織の存続との関係において拡大をしてきたという経緯

を見ますと、公益性というものをきちんと政策効果の面で評価をしていくシステ

ムづくりを現にやらなければならないのだろうと思います。その意味するところ、

もう少し敷衍をいたしますと、長期、固定、低利と、こういうコンセプトの中で

公益性を追求するということでございますけれども、長期の点については、民間

でできるような状況がかなり出てきておりますし、固定的な部分についてもそれ

なりにできる状況がございます。問題は、低利とリスクをどれだけとれるかとい

う点に民間金融機関と政策金融機関との間での能力上の差異というものが、公的

な補助金あるいは出資金等との関係の中においてかなり差があるというところが

大きな問題でありまして、その点で、私は、組織の問題と機能の問題というのは、

これはきちんと分離をして考える必要があるだろうと。今後も継続して行わなけ

ればならない機能の問題と、現存する組織との関係というものをきちんと見分け、

手法においても様々な形で、先ほど政府保証というようなお話がございましたけ

れども、そのような手法も含めてきちんと対応できるものであれば、官はそこか

ら撤退をしていくということが非常に重要であろうと思います。 

後に、先ほど柳澤担当相の方からお話が出ましたけれども、新たな時代に対

して政策金融が行われなければならない分野が、今の組織的な固定性の上で新規

に対応できないという問題をどのように解決をしていくかということは新たな次

元の中で考えるべき問題であって、この問題が余り過大に現存の組織を生き延び

させるための論拠に使われるということになると、これは、私は本末転倒である

と考えておりまして、是非新たな機能と新たな対応策というものをどういう具合

にデザインをするかということは別枠で考えていただきたいと思います。以上で

す。 

(竹中議員） 塩川大臣。 

(塩川議員） ちょっと簡単に言いますと、この経過を見ましたら、1990年前後は非常

に依存度が低いんですね。 近になって、それが倍以上に膨らんでいるというこ

と。よって来る経済的な、あるいは社会的な条件があるということなんですね。

そこをよく見なければ、経済一本だけでは片づかない問題なんです。そこで、と

はいえ、官は官、民は民へと移していかなければいけないことでもあるから、私

は、それは整理すべきだと思うんです。そこでいつまでも、御都合のときちょこ

ちょこっと議論して、また消えちゃって、また御都合のとき、ちょこちょこ出し

てでは困るので、一回どこかのところで、こういう具合にしたらどうだろうとい

う原案を出してもらいたい。そのときには是非お願いしたいのは、これだけの根

深い事業でございますから、経過措置というものをちゃんとつけてもらいたい。
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こういうことをやったらどうだろうということは各金融機関についてありますか

ら、案を出してもらったら結構だと思います。その代わりに、その経過措置と同

時に、民の方の協力でこれをきちんと取り付けてもらわないと、あまりにも民が

無責任だから起こっているということも随分ありますよ。ですから、そこらは総

合的にやってもらいたい。特に、中小企業金融の方は、官がやっているのだから、

そっちへシフトさせてしまうということはありますから、そういうことを総合的

に見て、９月中に案を出すというのだから、期待しておりますからどうぞ。予告

だけしないでちゃんとやっておいてください。私らも真剣に勉強しますから。 

(竹中議員） 平沼大臣。 

(平沼議員） 基本的には私も塩川大臣と同じ考え方で、中長期的に考えれば、皆さん

から御意見が出た、そういう形でやるということは必要なことだと思います。今

こういう厳しいデフレの中で足下を見ますと、例えば、一昨年の９月ぐらいから

民間の金融機関が中小企業に対する貸出姿勢というのはもの凄く厳しくなってき

まして。データをとると、中小企業者の25％が本当に厳しいと。こういう悲鳴を

挙げていることは事実です。それから、公的資金投入を受けた大手都銀等の中小

企業向け融資残高というのは、13年度末時点で約103 兆円と各行が目標立ててお

りますけれども、５兆円程度下回っているという実態があり、中小企業庁を抱え

ている我が省としては、毎日のように厳しいという悲鳴を聞いています。確かに、

今、ニーズというものがあり、民間が十分それに応えていないという現状がある

ことを考えたときに、この厳しい経済情勢の中では、中長期で私は賛成ですけれ

ども、今の段階では中小企業を活性化する、中小企業というものに対してしっか

りとした手当というのは必要だと、そういうふうに私は思っております。 

(竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

(奥田議員） 平沼大臣を後押しするような形になるんですが、速水議員の出された資

料の一番 後の表ですけれども、これは具体的な銀行の数字が全部出ておる訳で

すが、この中の中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫。ここ

に今言われた沖縄の話もあるんですか。こういうところは相当、本来なら倒れて

しかるべきとか、あるいは切り捨てろと言われている、そういうところに対して

金を貸している。そういう意味でアブソーバー的な役割を現在こういうところは

持っておって、いわゆる中小企業が倒れないという、そういう役割を果たしてし

ているということもあると思うんです。一方では、不良債権の償却をやれという

話で、矛盾しておる話が出てきていると思うんですけれども、そこのところをど

う考えるかという話は、ここで一遍よく政策として考えなければいかんと思うん

です。 

(塩川議員） 奥田さん、それは私もずっと前に申し上げたと思うんですが、中小企業

が全部弱者ではないんです。全部弱者だという対象で見ておったら、これはとん

でもないことになっていくんです。そこらをきちんと分けなければいかんし、生

業でやっている中小企業と企業としてやっている中小企業と政策的にとっていか

なければいけないんじゃないかと思ったりするんですね。それと同時に、農業だ
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ってそうですから。そこで、中小企業を見ていまして、マル経融資がありますね。

これが国民金融公庫でやっているんです。これが困った状態になっているんです。

そこらは、奥田さんが仰るように相矛盾しているんです。だから、社会政策的な

ものも金融政策の中に入れているという、そこらは一回整理をしてもらわないと、

この問題は片つかないと思いますね。ですから、経過措置を是非とってもらって、

そこらできちっと整理できるようにして欲しいと思っています。 

(奥田議員） 同感でございます。矛盾した話だけ入っておって。この３つは、不良債

権の整理を、逆に言えば、遅らせるというんですか、そこのところで一体どうい

うふうに考えるのか。現実問題としては、これは相当支えているということは事

実だと思うんです。 

(塩川議員） 今や社会政策的な問題ですから、羊羹をカミソリで切ったように、ピシ

ャッと行くかという訳にはいかんのです。そこが難しいところなんですね。 

(竹中議員） 平沼大臣、片山大臣。 

(平沼議員） 私どもとしては、何も全部中小零細企業を助けようという、そういうこ

とではないんですね。ですから、もう退場しなければならない、そういう中小企

業というのは、もう一つは退場しやすい仕組みを作っていかなければいけない。

私どもは、次の臨時国会でそういう法律案も用意して、退場しやすい、そういう

仕組みを作る。しかし、何といっても500 万社ある日本企業のうち、99.7％が中

小企業です。それが、日本の経済の活力の基盤を請け負っていることは事実なん

ですから。そういう良いところはどんどん伸ばしながら、そういうところが厳し

い状況に置かれているときには、民間の金融機関が対応できないのだったら、そ

れは当面は政府系金融機関で対応していかなかったら日本全体の活力を殺ぐと、

こういうことにもなりかねませんから。私は繰り返しますけれども、中長期的に

は皆さん方の考え方というのは正しいと思いますけれども、この厳しい状況を見

たら、ここはしっかり見極めてやる、そのことが必要だと思います。 

(竹中議員） 片山大臣。 

(片山議員） 私どもの方の公営企業金融公庫が８政策金融機関の中に入れていただい

て光栄なんですが、これは調達機関なんですよ。オール地方団体の特定の公共事

務に対する資金調達の共同機関でございまして、貸付の方は、これは地方債の許

可その他で同意でやっていますからちょっと違いますので、色々な数字が出てい

ますけれども、もう説明しませんが。 

それから郵貯、簡保は大議論でございますが、これは、例の総理の方の郵政事

業懇談会で色々議論しておりますし、これはどういうふうに持ってくるか、これ

から大きい問題ですから、ここで議論していただくのは結構ですが、主として向

こうが主戦場でございますので、これも今の国債や地方債の大口機関なんですよ。

それで安定的なんですよ。そのことだけ一言。 

(竹中議員） 柳澤大臣どうぞ。 

(柳澤臨時議員） あんまり申しませんが、中小金融についても、我々が知っている数

字で、有利子負債をキャッシュフローで割るという過剰債務度というか、そうい
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うもので見ると、大体普通の大企業はキャッシュフローで５年ぐらいで返せる負

債だと、有利子負債だということになっている。それが中小企業の場合はどのぐ

らいになっているかというと、11年くらいなんですね。もちろん、大企業に比べ

て中小企業の比率というのは高くても良い訳ですが、ここまで高いということで

良いのかという問題はやっぱりあるんですね。ですから、私が申し上げたいのは、

そうは言っても、政治というのが現実ですから、平沼大臣が言われることが私は

実際の政治の場面ではなかなか否定しがたいことなんです。何を我々がしたら良

いかというと、我々はどのぐらいのコストがかかるんだというのを、もっと明ら

かにしていくということでもって、チェックしていくということだろうというこ

となんです。ですから、私は資産のプライシングを、もっとみんなやれるように

しなければいけない。政府関係金融機関の資産も民間金融機関の資産も、プライ

シングをすることによって、みんな驚く訳ですよ。こんな金をかけて良いかと。

そういうことでもって、政策をある程度ディシプリンの利いたものにしていかな

ければいけない。それは、中長期的にも、決して現在の既存の政策金融機関の存

在を正当化しようというような気持ちは、全くありません。私は、行革はさんざ

んやった人間ですから、そのやった挙げ句に、私は今日こういう発言をしている

ということを御理解いただきたいと思います。 

(竹中議員） ありがとうございます。では、とりまとめをさせていただきます。 

大きく４点確認することがあろうかと思います。 

まず第１点は、スケジュール的なものですが、本年末までに方向を示すという

総理の施政方針演説の御発言があります。それから逆算しますと、個別のことに

入る以前の基本方針というのは９月ぐらいにまとめておかないとどうしようもな

いと。したがって、次回にそのたたき台になるものを民間議員を中心にひとつ御

提示をいただく必要があるのかなというふうに思います。これが第１であります。

第２の点は、方向としては、中長期的に直貸は縮小しなければいけないという

のが、多くの方の長期的に確認できる方向だと思います。しかし、同時に、これ

は政策金融というのは政策判断ですから、政策として政府は何をすべきかという

根本的なものですね。縮小という方向はあるんですが、しかし、 終的にやらな

ければいけないことは政策だからあるだろう。それが何かという議論がなかなか

詰まっていない。そこを詰めなければいけないということだと思います。 

第３番としては、検討項目は結構たくさんあって、今の金融の手段、保証なの

か、直貸なのか、間接融資なのかと。証券化も含めてやはり議論する必要がある

だろうと思います。もう１つは、民間補完の仕組みというのがどうも諸外国を見

る限り結構色んな工夫がしているようで、やるとしても、日本はもっともっと民

間補完の余地があるのではないだろうか。さらには、そのコストといったような

ものも含めた運営上の工夫というのもあるのだと思います。あとは、さらには、

その先には、今御指摘いただいた原資の問題とかというのも視野に入れなければ

いけないと思います。 

第４番目は、一番厄介な問題でありまして、実は、その移行行程の問題だと思
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います。中長期的な改革の方向と現状認識との間のギャップをどのように埋めて

いくか。しかし、これは考えてみると、今の民間の金融部門がどのようにシステ

ム強化されていくかということと表裏一体でありますから、これは一体化して議

論しないと工程がどうも組めないのではないだろうか。その意味では、金融のビ

ジョン等々の議論も柳澤大臣の方で御準備いただいていると思うんですけれども、

そこは是非一体として議論を進めていく必要があるのかなと。 

この４点が主要な確認事項であろうかと思います。９月の早い時点で、これは

大変な作業だと思うんですが、たたき台の提示を、是非民間議員にも頑張ってい

ただいて、させていただきたいと思います。チョボチョボではないように是非…

…。 

(塩川議員） 今、チョボチョボやからな。 

(竹中議員） 総理、お願いします。 

(小泉議長） これはニワトリが先か卵が先かという議論にもなるんだけれども、政府

系金融機関、これは民間の金融機関がやらないから政策的に必要だから政府がや

ると、政府がやってくれるから民間はやらないと、両面が今まで何回か言われて

きました。好況のときにも、これは統合廃止民営化論が出なかったんですよね。

今、不況だからできないという議論は分かるんだけれども、この政府系金融機関

を去年も党も役所も一指も触れてはならぬという結論だったんですよ。現状維持、

不況期だから。好況期だから変えるという議論が出ないのに、相変わらず不況期

でもこれは変えてはいかん。これは、郵貯と簡保と同じ。手を触れてはならない

というところに政府系金融機関も郵貯も簡保も手を入れるということになったん

ですから、郵政、財投、政府系金融機関、民間金融機関一体でやる大きな改革で

ある。中長期的に望ましい改革を目指して、現時点、どういうステップを踏んで、

あるべき統合廃止、民営化、健全化に持っていくかという、今、竹中大臣が取り

まとめた方向と。もう一つ大事なことは、何で無くならなかったか。事務次官経

験者の指定席になっているんですよ。総裁、理事長が。これは役所で考えて、無

くせるという発想が出る訳がない。全部天下り先だから。そういう政策金融のあ

り方と同時に、これからは総裁、理事長、トップは役所から持ってこない。どう

いう人をトップにすれば良いか、どういう人を選任すれば良いかということを併

せて考えてもらわないと。これは、指定席だったら役所なんか絶対出ないよ。も

う決まっているんだから。事務次官の指定席を考えなかったら、とんでもないこ

とになっちゃうから。今後、事務次官は総裁、理事長にならないよと、そういう

中で考えてくれということをやらないと、なかなか統合廃止民営化にならないで

す。 

(平沼議員） それは総理が言われている公務員の職務体系、給与体系との見直しとセ

ットでやっていくと。 

(小泉議長） 早期退職の改革も並んでやっていく。そういう点もよく考えてこれから

議論する必要がある。天下りだから。それの元が、郵貯、簡保、民営化、財投、

特殊法人、全部つながっているんだから。ようやく一大改革に手を入れるのが今
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月から始まるんだから。ここまで耐えに耐えて、郵政公社化の法案が成立するま

では、不十分だと言われながらも何とか耐えてこようというのをやろうとしてい

るんだからね。是非とも皆さんよろしく。良い知恵を出していただきたいと思い

ます。 

(吉川議員）  今、総理のお話を伺って、この問題、民間の金融機関との問題等も全部

合わせてきちんと考えると。財投も含めては、仰るとおりだと思うんです。その

ことなんですが、一言だけリクエストですが、数日前、ペイオフの資料を見たら、

たまたま柳澤大臣も今日いらっしゃっているのですが、民間の金融システムの問

題は、色んな問題があると思いますが、やはり諮問会議でもある程度きちんと議

論させていただく必要があるのではないかと思います。これは、今後の議事で、

リクエストですが、一言。 

(小泉議長） 不良債権処理は、国会でも両方から相矛盾した批判が出るんだよな。不

良債権処理しろというと、また、別の方から不良債権したら倒産、失業が増える。

もっと柔らかく温存しなければいかんと。非常に綱渡り的な改革ですけれども。 

(平沼議員） 特別保証制度を復活しようという議論が出ています。 

(小泉議長） そうなんだ。相矛盾した要求が出るからな。 

(吉川議員） ですから、やはりこういう場で議論すべきだ。 

(竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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