
平成 14 年第 26 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 26  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年９月９日（月）13:33～15:05 

2．場所: 官邸３階南会議室 

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 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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)制度・政策改革集中審議について 

(2)構造改革特区について 

(3)当面の経済情勢について 

(4)税制のあり方について 

(5)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○集中審議を踏まえた今後の諮問会議での議論について（竹中議員提出資料） 

○地方公共団体等からの構造改革特区の提案について（福田議員提出資料） 

○緊急提言（有識者議員提出資料） 

○税制改革のあり方について（有識者議員提出資料） 

○今次税制改革の検討に当たって（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理は少し遅れておられるようですので、ただいまから今
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年26回目の経済財政諮問会議を開催いたします。本日はお忙しいところありがと

うございます。また、塩川大臣、お取り込みのところ、急遽、御参加くださいま

して大変ありがとうございます。 

今日の議題でございますけれども、今日は１時間半で終えなければいけません。

総理がこの後すぐアメリカに御出張されますので。にもかかわらず、テーマが幾

つかございます。この間から３日集中して大臣ヒアリングがありました集中審議

の要約、それと、構造改革特区について、これも２つ併せて10分ぐらいで終われ

るようにします。それと、先週後半の情勢を受けまして、当面の経済情勢につき

まして、これは時間をとって議論をしたいと思います。あと、時間の許す範囲で

税制について議論したいと思いますが、税制については、今日は石税調会長が御

欠席でございますので、必要な部分は次回に回したいと思います。なお、片山大

臣は、今日は御欠席でございまして、若松副大臣に御出席をいただいております。 

○制度・政策改革集中審議について

（竹中議員） それでは、制度・政策の集中審議の議題、とりまとめの件でございま

すけれども、御手元の「集中審議を踏まえた今後の諮問会議での議論について」

ということで、これは本当に簡単に御説明をさせていただきます。既に各省に資

料をお回ししておりますので、御確認いただいていると思いますが、事項の取扱

いについては大きく２つに分けております。中心的に掘り下げて議論を行う事項

と、その他の検討事項ということで、一応議論を分けております。 

中身について、詳細は各回で私がとりまとめたことに沿っていると思いますの

で、時間節約のために、一番最後に付けております色付きの横長のものをご覧い

ただきたいと思います。これはその中で合意された事項、これからやらなければ

いけない事項がたくさんあるんですが、特に重要なことについてとりまとめたつ

もりであります。例えば、「国と地方」については、ずっと横に見ていただきま

すと、10月の審議で地方分権推進会議の報告と歩調を合わせて審議をして、15年

度予算で芽を出せという総理からの御指示であります。それと、最終的に６月ま

でに工程表を作成すると。こういったことでありまして、「事務事業のあり方」

云々以下ずっと続いております。この「義務教育（国庫負担制度等）」、１ペー

ジの一番下でありますが、これがなかなか議論が分かれたところでありますけれ

ども、私の方が論点を整理して、例の推進会議と歩調を合わせて、国庫負担その

ものについてもう一度あり方を議論しなければいけないということになると思い

ます。 

めくっていただきまして、例えば、「雇用」につきましては、厚生労働大臣か

ら、若年雇用の総合戦略を10月から11月にかけて提示していただく。公共事業に

ついて、国交大臣からこの時期に案を出していただく。コメについては、コメ政

策の生産調整の廃止も視野に入れた抜本的見直し案を11月に御決定いただくとい

うことでございます。あと、例えば平沼大臣から御提示をいただきましたエネル

ギー関係の特会等々についても、次のページ等々に書いております。 
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このような形で議論を整理しておりますので、相当忙しい議論になりますが、

重要なことばかりでありますので、改革を具体的に実現するように、この線に沿

って議論を進めたいと思います。各省には一応見ていただいておりますが、特に

御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

○構造改革特区について

（竹中議員） それでは、そういうことにさせていただきまして、構造改革特区の議

題に移らせていただきます。構造改革特区については、内閣官房の特区推進室に

おいて、現在、地方公共団体からの提案を整理されているということであります。

福田官房長官から御報告をお願いいたします。 

（小泉議長入室） 

（福田議員） それでは、構造改革特区の進捗状況について簡単に御報告を申し上げ

ます。この構想について、総理のリーダーシップで強力に推進するために７月５

日に内閣官房に各省庁、地方自治体、民間から人材を集めまして構造改革特区推

進室を設置いたしました。７月26日には総理を本部長とする第１回の構造改革特

区推進本部を開催するなどいたしまして、政府一体での取組みを進めておるとこ

ろであります。 

また、具体的な制度設計を進めるために、地方公共団体や民間企業から構造改

革特区の提案を受け付けました。９月５日現在で、249 の地方公共団体及び民間

企業等から426 件の特区構想の提案がなされております。提案の中で多い分野は、

御手元の資料にございますけれども、国際物流、研究開発、環境・新エネルギー、

産業再生、農業、医療、生活・サービス、教育、観光・国際交流といったような

ものでございます。多様な提案が寄せられておりますが、代表的なものを資料と

してここに御用意してございます。 

構造改革特区は、我が国経済や地域経済の活性化の起爆剤として大きな期待を

受けております。今後、内閣官房が関係省庁との調整にリーダーシップを発揮し

て、制度の具体化を図り、構造改革への意欲に富む地方公共団体や民間企業の構

想を実現してまいります。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございます。これは、９月20日に第２回の推進本部を開く、

基本方針を決定するということでございます。これにつきまして、何か御意見が

ありましたら、どうぞ。 

（塩川議員） 	 例えば、国際物流関連、提案数29と出ていますね。これは29の自治体

から、おそらく港湾管理者から出ているんだと思うんですが、これをやります場

合に、例えば、国際港として見られる場合には、シングルウィンドウということ

をやってくれというのでやっているんですね。それで、慣例とかみな打ち合わせ

てやったんですけれども、たった一つできないことがあるんです。それは電波法

の改正なんです。これができていないものだから、コンピュータを動かせない。

そうすると、電波法の改正になってきたら、電波審議会にかけてどうのこうのと

なってくるので、そこでストップしちゃっているんですね。ですから、こういう
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のは分かるんですが、どこに欠点があって、何を変えろと仰るのかということを、

これを物流を提案した29から、具体的に何を変えろと言っているのかということ

を出して欲しいと思うんですよ。 

（牛尾議員） 当然みな出てくるでしょうね。そういうのは、各分野でね。 

（福田議員） それを突破するのが、この特区の構想。 

（牛尾議員） ボトルネックの法改正。 

（塩川議員） 電波法によると、弱電の電波の、あれが問題なんですね。あれの規制

なんですよね。 

（牛尾議員） もうそれはやっていますよね。 

（塩川議員） 審議会で良いようです。そうすれば、国際物流は国際並みになるんで

すね。そういうことなんです。 

（若松総務副大臣） いずれにしても、今、塩川大臣のお話は、今回、私も現場で作

成過程を見させていただいたんですが、結局、現場はかなり詰めていないで出し

ておりますので、それだけ自由な発想で、かつ、それぞれ詰めると、かなり横断

的に規制改革なりが必要になると思うんです。その走りとしての、今、大臣のお

話ではないかとお聞きいたしました。 

（竹中議員） 中城室長の方で、今、必要な法律改正案を整理してくださっていると

いうことでございます。電波法が入っているのかどうかよく分かりませんが、今

のような御意見を踏まえて、ちょっとすみませんが、手順だけ御説明いただけま

すでしょうか。 

（中城構造改革特区推進室長） 構造改革特区推進室長でございます。今、財務大臣

からお話がありましたように、地方の要望の中にも、電波法の改正を含めたもの

もございます。そういう意味で、今、法令あるいは政令、それ以外の告示、通達

といったものを分類いたしまして、それでどういうものが一番ボトルネックにな

っているかというのを今整理させておりまして、それを特区推進プログラムとい

う形で10月の初めを目途に準備作業をしているところでございます。 

（竹中議員） 今の大臣の御指摘は一応視野に入っているということです。 

（塩川議員） それから、海岸法と港湾区域の規制を、これは重複しておるやつなん

か改正できましょうか。つまり港湾施設となっているのと、海岸行政だというの

と２つあるんですね。港からちょっと離れたところに行くと、海岸事業になって

しまうんですね。具体的に言いましたら、関西国際空港がありますね。あの関西

国際空港は島の周辺は海岸法の規制を受けておって何もできないということなん

です。こんな島が突然できて、これは海岸法で規制されて何もできない。だから

使いようがないということなんです。そこら一回見直してやってくれないかな。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 内閣官房からの報告では民間からの応募が少ないと。こういう数字が

ある訳でございまして、民間活力という形になりますと、一応締め切った訳です

けれども、やはり地方自治体とも協力をしながら門戸を開いて、そして更にイン

センティブを与えるような、こういうことが必要ではないかと思っておりますの
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で、このことをひとつ言わせていただくことと、経済産業省といたしましては、

当省所管の規制緩和については、原則満額回答で答えている訳でございまして、

私どもも一所懸命計画をしていきたいと、こういうふうに思っております。 

（竹中議員） これは１次を締め切って、２次については何か発表しておられるんで

すか。 

（中城室長） とりあえず、これは一度締め切らないと作業が進まないので、一度締

め切りますけれども、今後も地方、民間から出てくるものも受け付けていきたい

というふうに考えております。 

（塩川議員） 提案者にどこを特区で解除して欲しいんですかということを聞かない

と、文書で出てきたら、あやふやで全然分からないんです。ところが、具体的な

そこがネックになっておるものだから実は進まないんだと、こういうことなんで

すね。 

（竹中議員） 内閣府の特命顧問の島田先生には、自治体等から出てきた一種のコン

サルティングをやって欲しいと、何が問題かということを指摘して、それででき

るような形に持っていくようにコンサルティングをして欲しいということは申し

上げていますので、是非良い形にしていきたいと思います。 

それでは、整理の方をよろしくお願いいたします。 

（小泉議長） 今、改革特区のこと。 

（竹中議員） はい。 

（小泉議長） これね、予想以上に出てきているということだから、この意欲を阻害

しないようにしてください。それで、自治体によって随分違うと思うから、具体

的に出ているところはできるだけ実現するようにしていただきたい。 

（牛尾議員） そうですね。これが出て記事になりかけると、「ああ、そうか」とい

うので、それからアイディアが出てくる訳です。１回目のやつは、満を持して昔

からやっているものが出てくる訳ですから、そういう意味では、次回は、例えば

３月頃とか、大体３月ぐらいに再募集するということは言ってあげた方が良いと

思うんですよ。みな遅れて締切で１年間駄目だという感じのところがあるけれど

も、今、総理が仰るように、気分が乗ってくるのは今年の暮れぐらいですから、

３月ぐらいに第２次募集を締め切るなら全部出してくると。今度のやつは、前か

ら言われて、よくある話を聞いているのが３分の１ぐらい来ていますから、そう

いう意味では２次を３月末ぐらいにされたらどうでしょうかね。 

（若松総務副大臣） 基本的に自治体に流しておりますので、大体、自治体から商工

会議所なり商工会でやるといっぱいなんですが、自治体止まりが結構多いんです

ね。ですから、本当に民間の情報が出ていないと思います。そのルートも是非作

っていただきたいなと思っております。 

（竹中議員） 今のは３月ぐらいに事務処理というのは、これは可能なんですか。可

能だと考えていますか。 

（中城室長） 全体のスケジュールはまた調整して考えたいと思いますけれども、全

体の法制度の整備とか、それとの関係でやりたいと思いますけれども、そのぐら
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いのところで、２次募集というのは可能だと思います。 

（牛尾議員） ２回目は早い方が良いですよ。 

（塩川議員） 「法律改正が必要です」と現場は言うんですが。現場というのは担当

者がね。そうでないものは随分できると思うんですがね。これはやってあげます

ということをアナウンスすれば、事業は進んでいくんですけどね。 

（竹中議員） 総理の御発言も踏まえて、是非、ディスカレッジ型じゃなくて、エン

カレッジ型でやるということなのだと思います。 

○当面の経済情勢について

（竹中議員） それでは、本日のもう一つの重要議題に移りたいと思います。経済の

最近の状況を受けまして、民間議員の方々の方から意見の陳述がございます。こ

れは吉川議員、よろしくお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、御手元の有識者議員提出資料の「緊急提言」をご覧くださ

い。 

主要国において、最近、同時株安が起こっております。そのために世界経済の

不確実性が高まってきております。こうした世界経済の動きを受けて、総理を始

め政府にも危機感を持っていただきたい。こういう思いで我々民間議員４人相談

をして、御手元の「緊急提言」をまとめました。 

キーワードは、そこにも書いてあるとおり、「より速く、より大きく、より分

かり易く」ということであります。 

御承知のとおり、日本経済は、年初来、輸出主導で景気底入れをいたしました。

現在の課題は、そうした輸出主導のパターンを如何にして消費、投資など民間の

国内需要にバトンタッチさせるかということであります。こうした状況の下で、

金融機関の含み損の拡大といった問題を抱えている我が国にとっては、9,000 円

という株価水準の影響は極めて大きいと我々は考えております。 

また、経済政策については、経済、財政、金融に関する政策を所管する関係当

局がそれぞれの個別的な目標のみに固執してそれを行っていたのでは総合力が十

分に発揮されない。是非とも一体となって政策を推進する必要がある。これは、

民間議員がずっとこの場でも言ってきたことでありますが、改めて提言させてい

ただきたい。我々は、日本経済を「改革と展望」で示した中期の成長経路に乗せ

るために、デフレの克服、民間需要の拡大に焦点を絞った「緊急対応戦略」を経

済財政諮問会議において早急に取りまとめる必要があると考えております。 

「緊急対応戦略」は、初めにも述べましたとおり、「より速く、より大きく、

より分かり易く」ということを基本方針として、「金融システム改革」、「税制

改革」、「規制改革」、「歳出改革」の４本を柱とする。これを政府・日銀は一

体となって速やかに実施する必要がある。その際、経済財政諮問会議が「戦略」

の決定と実施に当たって、経済政策の司令塔としての機能をより発揮する必要が

あると考えております。 

「緊急対応戦略」の具体的な内容でありますが、御手元の資料の２枚目にまと
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めてあります。 

第一は、金融システム改革であります。不良債権問題の本格的解決に向けて、

期限を決めて抜本的な政策を実施する必要がある。具体的には、行政の裁量的判

断から脱して、経営状況の良い銀行、悪い銀行を峻別する必要がある。良い銀行

については、経営の自主的判断を尊重して、悪い銀行に対しては、公的資金投入・

国有化を含めた処理を行う。税制においても適切に対処する。ペイオフ解禁、郵

貯改革、政策金融のあり方等についても明確な方針を決定する。金融システム改

革については、従来から様々な議論がなされていますが、我々は不十分だと考え

ております。これを更に抜本的に進める必要があると考えているということであ

ります。 

続いて、税制改革であります。税制改革の規模やその骨格については、「緊急

対応戦略」の一環として早急に決定して、企業や個人の速やかな対応が可能とな

るようにする。法人税率の引下げを中心とする恒久的減税とデフレ克服に焦点を

当てた適切な政策減税の組合せで相当規模、具体的にはＧＤＰの0.5 ％、これは

２兆5,000 億円に相当しますが、こうした規模の減税を行う。証券税制、土地税

制の抜本的見直しも行う必要がある。 

続いて、規制改革でありますが、ただいまもお話がありました特区ついては、

戦略的かつ速やかに着手し、15年度から順次実現する。医療、福祉、教育、農業

等の公的関与の強い分野、いわゆる官製市場における民間参入、これは具体的に

は株式会社の市場参入でありますが、これを前倒しして実現する。有期雇用、派

遣労働や都市再生等に関する規制改革を早急に実施する。 

最後に、歳出改革でありますが、２兆円以上を目標に重点分野に予算を配分す

ること等を挙げてあります。 

初めにも述べましたとおり、現在の世界経済の状況は、やはり注視していく必

要があると考えております。日本経済が底入れしたことはそのとおりだと思いま

すが、これを民需主導の持続的な成長につなげるためには、課題があるというこ

とであります。そのためには、現時点で政策をもう一度見直して、戦線建直しと

いいますか、そういうことをする必要があると思いますので、政府として是非危

機感をもって対処していただきたいということであります。 

（竹中議員） ありがとうございます。御議論をいただきます前に、先ほど昼に政府

与党の連絡会がありまして、そこで与党から様々な要望が出ております。そうい

ったことを諮問会議等々で議論するというふうに受けております関係で、どうい

うことが与党で議論されているかという概要を簡単に説明いたします。大きくは

４点あります。 

第１点は不良債権処理の促進。不良債権処理の促進については、これは色んな

意見がありますが、ＲＣＣの機能を強化しろという議論が中心でありまして、中

にはＲＣＣの実質簿価買取りというような議論も出されております。いずれにし

ても、不良債権処理を強化すべきだというのが第１であります。金融に関連しま

して、ペイオフ解禁の延期という意見も出されておりますが、しかし、その一方
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で、与党の中にも国際的信用を確保する立場から、従来どおり実施すべきである

というような意見もあり、この点は意見が分かれているという御指摘でありまし

た。 

第２点は税制についてであります。６月17日の与党党首の話合いに基づいて、

必要な税制改革を前倒しで早期に示して欲しい。特に、その概要がどのようにな

るか、民間の準備も含めて、早い時期に明快なメッセージを送ってもらいたい。

もう一つ税制に関しては、証券税制というのが大変分かりにくくなっていて、証

券税制をもっと分かり易く、その見直しも考慮すべきであるというような意見で

ございました。 

第３点は中小企業の金融に関するものでありまして、意見としては、政府系金

融機関融資の充実、保証協会の保証枠の拡大といった問題も含めて中小企業の金

融が大変なんだと、それに対してどうするか、というような御指摘がございまし

た。 

第４番目は、例のＥＴＦの購入。公的資金、日銀資金等々によるＥＴＦの購入

という議論がございました。しかし、一方で、ＰＫＯは好ましくないという議論

もございまして、これも一応議論があったということをお伝えしておきます。 

今日は、相場は戻しておりますけれども、非常に微妙な状況でありますので、

是非、大胆かつ慎重にひとつ御議論をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 私から、また口走って申し訳ないんですが、私はかねてから不良債権

の処理というのは、要するにＲＣＣの権限強化だと。何だかんだやってみたって、

結局、損をどうかぶるのかということなんですよね。私は、損は金融機関とＲＣ

Ｃが均等にかぶりなさいといって、それでは銀行がかぶるのはかなわないという

ならば、銀行がかぶる損は税制とか色んな面で長期に緩和した措置をとって、銀

行が実質損をしないように、けれども、早く処分するためには損を覚悟で出しま

すと、こういうことをやらすと。ＲＣＣは、その損を半分引き受けますと。その

代わりに、ＲＣＣは、その損分は国家的に損失とするのではなくして、保険機構

の保険の掛け金で長い期間をかけて償却していくと。そうすれば、どっちでも出

たものは、損は半分に分けて、最終的にはどっちも損しないんですから、そうい

うことができるのではないかと。そこをひとつ踏み切ってくれなきゃ。金融庁の

方では、そういう金融の行政指導権がないかあるかというところが問題になって

くるので。法律ではそれをやってしまうんだということで、私は良いんだろうと

思うんですが、如何でしょうか。これが１つなんです。私は前から案を出してお

る。この頃党の方でも、山崎幹事長なんかも、「塩川さん、向こうへ説明してく

れ。」と。この前説明に行ったんですよ。そういうのをひとつやるかどうかとい

うこと。 

それから、ペイオフの問題ですね。これはいずれにしたって、普通預金という

のは決済資金なんですよ。こんなもの、普通預金が貯蓄資金なんて誰も思ってい

ない。決済資金なんですよね。銀行はサービスのために金利付けているだけで、

決済資金であることは間違いないんだから、決済資金とかそんな難しいこと言わ
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んと、当座預金は保証するけど、利息ついた普通は駄目なんだとか、そこらはは

っきりしたら良いけど、一般の人はややこしいので参っていると。ここをきっち

りしたらどうだろうと思うんです。 

それから税制について、私のところが担当ですから、私は税制改革の方向付け

をどんどんと。これは政府税調と相談して言っていますから、でたらめなことを

言っているんじゃないんです。方向付けを言うんですけれども、そうすると、あ

っちからもこっちからも、「早く言うたらあかん。」といって、「時期尚早や。」

とか叩かれて、「年末まで審議するんだ。」と仰ったけど、私はアナウンスだけ

早くしてやらんと、国民はいつまでいったって出てこないじゃないかと。 

減税規模について、規模が問題なんですが、私の方でえらい申し訳ない言い方

ですけど、逆の言い方すると、考え方として増税がどの程度、増税というよりも、

税の空白をどの程度埋めるかと。「広く薄く」の「広く」の方なんです。これは

どれだけ埋めるかということの計算が大体ついてきます。この計算がついたら、

そこに対して、さらに上積みとして１兆円でも１兆5,000億円でも減税をしたると、

それはできると思うんですよ。ですから、こっちの方がベースの方、要するに空

洞化で埋めるのはどうするかと。私のところは財政の担当者として空洞化をこの

ままにしておいて、減税だけ先行されたらたまりません。これは反対します。し

かし、空洞化は増税でないんだから、空洞化をちゃんとした上で減税するんだけ

れども、どんな意向にでも応じていけると、こういう態度でおります。 

ですから、新しく増税をしようどうのこうのというんじゃないんです。そこの

宣伝は間違わないように。空洞化を埋めるんだと、こういうことなんです。これ

に対しては、タウンミーティングをやりましても、反対もそんなに出ておりませ

ん。ですから、これは党が積極的に了承してくれるようにしたいと思っておりま

す。 

そこで、党の方の税調と政府税調との懇談会を近くやることにしております。

同時にまた政府税調の方と諮問会議の先生方と、日にちをお知らせしてあると思

うんですが、一回意見の交換をしてもらいたいと。早く私のところは煮詰めたい

と思っております。それが１つです。 

それから、税の問題で、説明の仕方によって余計な期待を持たせてしまっても

非常に難しいと思うので、といって、早く予告してやることが大事なんですが、

税は御承知のように言うまでもなく、法律だとか政令の改正が必要なんですから、

即効性はすぐ出てこない。ですから、14年度は遡って税を適用するということは

非常に難しい。せめて15年１月１日からの適用ということ。これはできますけれ

ども、それ以前に遡って、例えば、９月度からの下期決算に適用するということ

は非常に難しい状況であると、ここを認識していただいて、税の効果というもの

を考えておいていただきたい。これが１つです。 

それから、証券税制について、あんまり複雑なので、私はこの前からぎゃんぎ

ゃん怒鳴り上げて、もっと簡素化しろと。法律の趣旨は良く分かったが、手続と

窓口の対応が非常に複雑だ。証券会社と私自身が色々経験してやっておるんです。
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「こんなものだったら俺は止めや。」となってしまうのが多いです。そこで、今

研究しております。これは９月中に結論を出す。それは、証券業界と国税庁なん

です。主計じゃないんです。問題は国税庁なんです。国税庁と協議させて、それ

で手続を簡便化させております。以上です。 

先生、最初に規模ありきという印象を与えたら駄目です。これだけの効果があ

るから、これだけの減税をするんだということじゃないと。 

（竹中議員） はい、ありがとうございます。速水総裁。 

（速水議員） 総理、お出かけの前でございますので、景気の現状と対応について一

言だけ言わせていただいた上で、金融システムについて私どもの考え方を説明さ

せていただきます。 

景気の方は、足下、輸出と生産の増加を背景にしまして、下げ止まっていると

言って良いと思います。先行きにつきましては、不確実性が高まっている状況と

認識しておりますが、その背景には、米国経済の不透明感が強まっているという

ことと、それを受けた米国株価、我が国株価の大幅下落が起こったということが

あります。海外経済の影響で、輸出の増勢が大きく鈍化していくことになれば、

我が国の景気改善も止まっていく可能性があると思います。しかし、現状、米国

経済については様々な見方がありますけれども、家計支出の方は底堅い動きを続

けておりますし、緩やかな回復を予想する見方の方がなお優勢ではないかと思っ

ております。 

こういった状況の中で、金融政策面では、現状極めて潤沢な資金供給を行って

おります。市場でも流動性調達に対する不安感は全然見られません。今後、仮に、

金融資本市場が不安定化して、流動性需要が高まるといった場合には、日本銀行

として一層潤沢な流動性供給を行っていく考えでございます。 

そこで、金融システムに対する考え方でございますが、金融システムに対する

内外の評価というのは、引き続き、かなり厳しいものがあると思います。金融機

関の余力は、これまでの不良債権処理や株価下落などによって相当小さくなって

しまっていると言えると思います。既存の不良債権が劣化するリスクが残ってお

りますほかに、少なくとも、いま暫くの間は、新規に不良債権が発生するリスク

は大きい、決して小さくはないと思います。金融機関は、不良債権の適切な処理

と、将来にわたる不良債権処理コストをカバーできる収益力を今ここで強化する

べく、全力で取り組む必要があると思います。 

株価の下落の影響でございますが、足下の株価下落によって、直ちに金融シス

テムの安定が損なわれるとまでは言えないと思います。9,000円ぐらいであれば何

とかと思っておりますが、ただ、株価の動向やその変動が個別の金融機関に与え

る影響につきましては、やはり細心の注意をもって見ていく必要があると思って

おります。 

公的資金につきましては、仮に、何らかの事情によって金融システム全体の安

定に疑問が呈せられるような事態に至った場合には、例えば、8,000円ぐらいにな

れば、これは100％大丈夫ということは難しくなってくるかという計算をしており
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ますが、そういうときはタイミングを逸せずに、預金保険法の危機対応の枠組み

によって早目に公的資金を注入すべきだと思います。日本銀行としましても、公

的資金注入と合わせて、必要に応じて流動性を供給してまいりたいというふうに

思っております。 

ペイオフにつきましては、今般の金融審議会の答申に則りまして、必要な制度

改正や金融機関の具体的な対応がなされて、決済機能の安定確保に寄与すること

を期待しております。ただ、金融システムの安定を確保するためには、こうした

措置と併せて、やはり不良債権問題の克服等の課題に取り組むことが必要である

というふうに考えます。日本銀行としましても、決済システムの安定確保を責務

とする立場から、引き続き、中央銀行として成し得る貢献を行っていく所存でご

ざいます。ご覧になりましたかもしれませんが、先般、経済同友会が不良貸出問

題についてかなりはっきりした提言を出しております。その中では、銀行が余り

公的資金を貰うことを好んでいないといったような状態では、いつまで経っても

事態は改善していかないと。そういう意味でも、コーポレート・ガバナンスとい

ったようなところから少し変えていって、基本方針を変えるだけの政策を打ち出

していくような方向に持っていかないと駄目だということを提言しております。

これなどは特定の業界がありませんから、ものが言い易いという面もあるのかも

しれませんけれども、非常に適切な提言であるというふうに思っております。コ

ピーを御希望の方はここにございます。以上でございます。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 不良債権の償却の問題ですが、これは当然やらなきゃいかんとみんな

がずっと言ってきたことで、何を今更と、こういう感じがするんですか、結局、

何を今更という原因は、中小企業がどんどん倒れていったときに、中小企業に対

するセーフティネットとか、そういうものが確実にできていないということと、

あるいはもう一つは、要するに失業率がべらぼうに上がっても、それだけの覚悟

はしていると。ここらあたりがはっきりしていなかったから不良債権処理という

のはできなかった。韓国なんかの事情を聞いていますと、一時的には17.5％まで

失業率が上がったと。現在は2.5 ％まで下がっていると。そういうことで、いっ

ぺん非常に辛い状況、まさに痛みの峠を越えないと、不良債権の処理というのは

できないと思うんです。不良債権を処理するというシステムについてはできてい

ると思うのだけれども、あとは決意というか、決断の問題だと思うんですけど。

そういった意味で、私は処理をすべきであって、一時的に失業率が上がっても、

それは将来下がるんだということさえはっきりしておれば、それは講ずべき課題

だと思うんです。 

（本間議員） 今の奥田議員の話と関係する訳ですけれども、「改革と展望」のシナ

リオをどういう具合に着実に実現し、構造改革の実を達成するかということは、

非常に重要な問題であります。その際、常にマグマのように不安定要因となって

いるのは金融サイドでありまして、これが株価の下落によって常に全体の資金配

分機能が侵されるということ、これがこの10年以上続いてきた訳で、ここをきち
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んと見直して抜本的に処理を進めるということなしには、私は日本の構造改革と

いうのは進まないんだろうと思うんです。とりわけ、今年、実質経済成長率は達

成できるような状況でございますけれども、残念ながら、デフレについては、つ

まり実質・名目成長率の乖離という点では目標から遠ざかっているということで

あります。このデフレ的な要因は債権債務関係に対して極めて重要な影響を及ぼ

し、そのことが更に金融サイドから経済の収縮につながっていくということでご

ざいますので、ペイオフの決済性預金の定義等々、ある意味では小さな問題に拘

泥をして、大きな問題に関してここでまた一時凌ぎで終わらせるということは、

決して我が国の構造改革にとってよいことではない、重大な問題であろうと思う

んです。ここで政府がきちんと、より速く、より大きく、そしてどういう哲学で、

分かり易く、この金融問題を解決するかということを是非、そろそろはっきりと

国民に示していく時期にあるのではないかという気がいたします。 

それからもう一つ、私、速水総裁のお話、首肯すべき点が多い訳です。しかし、

マネタリーべースの動きを見ると、前年同期比で高い伸びで安定的に動いており

ますけれども、前期比では、ほぼフラット化しているような状況でありますので、

マネタリーベースとマネーサプライの関係を考えて、どのような方向性を日銀が

金融政策のスタンスとして打ち出すかということ、これはまた非常に重要なテー

マではないかという気がいたします。その際、日銀が「手詰まりだ。手詰まりだ。」

ということを実務的な観点から仰ることはやむを得ない部分もある訳であります

けれども、そこをどういう具合に打開するかということに関して、より積極的な

スタンスを内外に示していくということが重要ではないかという気がいたします。

その点で、日銀当座預金残高が15兆円でずっと張りついているような状況でござ

いますので、長期国債買切りオペの増額、あるいはオペの対象の範囲の拡大等に

ついて、是非お考えをいただけないかと思います。 

（塩川議員） そう、債権ね。 

（本間議員） 先ほど吉川議員の方からもお話が出ましたように、各担当部局が一生

懸命やればやるほど、実は、マクロ的には逆行してしまうようなジレンマを今、

政策的に私は抱えているのではないかと思います。経済政策を政府が全体として

整合的な形で実施していく体制作りを是非この９月の間に集中的に議論をし、そ

して、その方向性を打ち出す必要があるのではないかという感想を持っておりま

す。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今日の４人で出したもののうちで一番重視するべきは、今、方向が決

まっている問題を早く執行して、方向を示すことだと。話ばかりで物事が決まら

ないという、要するにプランニングが立たないということの苛立ちが一つ大きく

あると思うんです。もう一つは、分かりにくいんですね。証券税制が、今日お話

があったけれども、言っていることはよく聞けば分かるんですけれども、一般か

ら聞くと分かりにくい。もっとメッセージは簡素にやらないといけない。 

それから、大きくという規模が、経済の状態が非常に深刻になってきたので、
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やるからには、ある程度大きくしないといけないんですが、計画の段階ばかりが

大きくではなしに、実行する段階でちょこちょこと小さくするという、行政には

癖があるんですね。この前の連結決算のときにも、最後にちょんと上に２％付け

たり。執行段階で急に小さくするとか、それをしちゃ駄目だということを申し上

げたいと思います。 

それから、個別には、不良債権問題は、一番議論されていないのが中小企業で

あって、中小企業の不良債権に関しては、助けるセーフティネットというだけで

話が出ていないんですが、これはむしろ今日、塩川大臣が仰ったＲＣＣと銀行で

折半するというのは、実は地方の中小企業に一番適切な案分だと思うんです。大

口の40社とか、それに関しては、この方法というのは色んな議論が出ると思うん

です。本当に膨大な債権を持った、未だ残っている30、40のところを、これです

るというのは、なかなか世論に対する説明は難しいと思う。総計で70％から80％

を占めると言われている地方の中小企業の債権を解決しないと不良債権は解決し

ないんですけれども、それはこのＲＣＣを使って、そして取引銀行の地方銀行を

使ってソフトに退場してもらう。やはり借金を返せないところが、どのような形

で穏やかに対応するかというので、法律的には平沼大臣の方に所掌事務をお願い

してやっていますが、肝心要の金をどうするかという問題があります。やはり、

ＲＣＣが地方中小版に進出しないと駄目だし、それをまた受け取る半分は、地方

の銀行がそうやって時間をかけてやる方法というのを具体的に、おそらく類型と

しては、業種別に７つか８つぐらいのケースを作れば大体当てはまるのではない

かという気がするので、これは検討に値するのではないかと思っております。 

それから、ペイオフに関しては非常に分かり易くという、今日の「速く、大き

く、分かり易く」いうのは分かりにくい。要するに、ペイオフはやるんだと。し

かし、決済資金だけはきちんとやってくれよという話ですから、それだけのこと

であれば、外部のことは銀行に任せておけば、分かりましたと言って、個人は普

通預金、企業が当座ですから、そのくらいのことはみな当事者能力があるので良

いけど、それを細かく色んなことを書くから訳が分からなくなるんです。 

（塩川議員） そうなんです。 

（牛尾議員） そこは、もうちょっと僕が言いたいのは、今日の我々の民間の金融シ

ステム改革に書いてあるように、経営状況の良い銀行に関しては、経営の自主判

断をもっと尊重して、任せてあげないと駄目だと思うんです。今は、20年前と比

べると、銀行の貸付対象とカスタマーの関係というのは多様にわたっていますか

ら、一律のマニュアルでやるような簡単なものじゃないんです。だから、優秀な

人間が銀行にたくさん集中的に入って、それぞれの判断で多様な案件を処理して

いる訳ですから、やはり責任と自信を取り戻せば、助けるベき中小企業と、ほど

ほどの時間をかける中小企業と、退陣する中小企業を見極めるというのは金融業

務しかできない。官ではできないことですから、そういうのをもう少しきちんと

したところに任せれば良い。ただ、死に体になっているところに関しては、いち

早く金融庁が処理をする必要がある。そこのところの区分をなしに、良いところ
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も悪いところも一律に処理をするところに、金融行政の民間的な力を発揮する余

地がなくなってしまっているというところがあるので、それで、敢えて今日はこ

ういう問題が出てきた訳であります。 

そういう意味で、証券税制の問題も分かりにくい。分かりにくいと不安感を持

つ。だから、分離課税であった株式の税が今度総合課税になるということに関し

ても、総合課税になるとどうなるんだということがはっきり分からないものだし、

平成13年の10月１日の株価の80％、あるいは10年前の有利な方を選択した方が良

いと言ったって、こんなことがあることが分かりませんから。資料を全然持って

いないし、講演しても一番質問されるのはこの問題が多いんですね。やはり何と

なく５年前ぐらいから、後で調べられると若干の贈与があるのかもしれないとい

うものも入っていると、結局みな売っちまえということになる訳です。売りにな

るんです。これからも、10、11は売りになっちゃうんです。結局。 

（塩川議員） 証券会社がそれを言うものだから。「あんた今、安いから売っておい

たら。ここから原価ですよ。」と。そうしたらお客さんは、「今、売ったら税金

を払わんでもいいんですか。」、「いや、払うんです。」と言っている。今、税

金を払っておいて、値が上がったらまた税金を払って、「そんなするんだったら

止めておきますわ」と。これが現場の話なんですよ。有利な方を選べという。有

利な方の話は、僕自身が一回やってみました。買おうと思って、呼んで聞いてみ

たらそうなんです。「だったら、これは止めておくわな。」と。 

（牛尾議員） 結局、株価が下がる方向に行くんですよ。だから、そういう点はもっ

とシンプルにして、ある程度の公平性が傷ついても分かり易くて。総合課税にす

ることは決して悪いことじゃないと思うんですが、そこに行く道筋というのは分

かり易くしないといけないですね。 

（竹中議員） ちょっと整理をさせていただきます。民間議員のペーパーの２枚目に

書かれたところに沿って整理しますと、皆さんの意見は概ねこの線に近いと思い

ますけれども、不良債権問題というのはずっと言われてきた問題だと。ここでや

はり決意と決断を本当に新たにして取り組めということが第１点だと思います。

それと、このスキームとして、不良債権処理のやり方としてＲＣＣの本格活用と

いうのを、これは今の段階で、ああで、こうでなくて、具体的な段階に議論を進

めて、早いプランニングを、これは担当部署に出してもらわなきゃいけないとい

うことだと思います。それと、一律処理ではなくて、分別しながら悪いところに

は早めに注入するというポリシーを明確にする。あとペイオフについて、これも

メッセージが、とにかく分かりにくい。これを明確にするということになるんだ

と思います。ここでやる戦略としては、そういうものを明確に戦略の中に織り込

めということだと思います。 

（塩川議員） 中小企業がみんな問題になっていますけど、今、地元でどんな問題が

起こっているかというと、信用金庫が資金がなくなってきたんです。みな当座制

になってきましたので、貸出枠も資金が減ってきたんです。 

（牛尾議員） 本当に金がなくなってきたんです。 
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（塩川議員） そうするとちょっと困るから、その企業は親会社にそのことを言うん

です。親会社に「貸してくれ。貸してくれ。」と。そうしたら、「あんたのとこ

ろは信用金庫があかんというのだったら、あかんねん。」と、こうなんですもの。

信用金庫が貸してもいいように、この際、信用保証を思いっきり増やしたら良い

と思うんです。私が聞きましたら、信用保証は基金の25倍ぐらいらしいですね。

そんなもの、100 ％ぐらい保証の枠を作ったっていいじゃないかと。所詮は国家

が責任を持たなきゃならない。 

（牛尾議員） 国民金融公庫と中小企業金融公庫の利用度はまた下がっているんです。

（塩川議員） 貸さないからや。 

（牛尾議員） 彼らが貸さない。 

（塩川議員） いいえ、違う。こっちが貸さないからや。 

（牛尾議員） 国民金融公庫が貸さないということ。 

（塩川議員） そうそう。 

（牛尾議員） 貸すように言わないといかん。 

（塩川議員） それだったら言えば良いんだけれども、今、特殊銀行は、政府系金融

機関を皆抑えているということなので、政策投資銀行でも全部抑えていますから、

その分が出てきておるんですよ。 

（牛尾議員） 10％下がっているでしょう。 

（塩川議員） ですから、当分の間は現状のままで良いと言ったら、どっと増えるん

ですよ。 

（竹中議員） ちょっとすみません。取りまとめを続けさせていただきたいんですが、

金融システムについてはそういうことだと思うんですが、ちょっと議論で担当大

臣にお答えいただきたい。１つは中小企業のセーフティネットの話で、今の問題

も信用保証の話も含めてちょっと平沼大臣にお答えいただきたいのと、あとやは

りマネーが増えるように、より積極的な対応をやっぱり日銀に期待したいという

ような話もありました。それについて、ちょっと速水総裁からお答えをいただき

たいと思います。平沼大臣よろしいでしょうか。 

（平沼議員） 先ほど私は政府与党の会議に出ていましたけれども、やはり３党首の

合意、３党幹事長の合意がなければ、中小企業に対する金融というのは非常に厳

しい。こういう指摘で、そしてその意見の中には、今、塩川大臣と同じように、

かつてやった保証協会の特別保証的な枠を拡大しようと、こういう意見もありま

した。これは皆様方御承知のように、特例の措置として、最初は２年を20兆でや

ったんですが、当時の経済状況を見て、１年延長してさらに10兆枠を増やしてや

りました。結果的には、これは172 万社に保証をさせていただいて、そして10兆

上乗せをしてよかったなと思うんですけれども、正確には28兆9,000 億を保証し

たということです。確かに一部はモラルハザードというようなこともありました

し、本来だったら倒れるべきところを延命させた、こういう面もあります。しか

し、押しなべて言えば、これで大幅な失業を防ぐことができたということと、そ

れから息を吹き返して、そしてある意味で安定軌道に乗った企業も相当多くある。
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こういうことであります。 

中小企業も、日本人というのは非常に真面目ですから、こういう厳しい中で一

生懸命返済をしてきまして、これは代位弁済率というのを10％ということで想定

しておりました。ずっとみんな頑張って２％、３％できておりましたけれども、

先ほどから出ておりますように、厳しい状況の中で、例えば政府系金融機関も、

このごろ銀行と同じような標準動作で貸し出し態度が非常に厳しくなってきてい

ます。ですから、そういう中で、今、代位弁済率も３％を超えて４％台になり、

すぐそれが4.56になり、今限りなく５％に近づいてきています。ですから、こう

いうものは終わりに従ってどんどん増えていきますから、これは限りなく10％に

近づいてくる。そういうことになりますと、今の段階では大体それに予定してい

るお金というのは6,000 億ぐらいはある訳でありまして、これは１回ぐらいは乗

り越えることができると思います。代位弁済を具体的に。しかし、これから枠を

拡大するということになれば、新たな保証するための措置をしなければいけない。

ですから、そういう意味で心しなければいけないのは、やはりモラルハザード

を絶対起こさない。それから、選択と集中という基本的な理念にのっとって、や

る気があって、そして潜在力、能力のあるところは大いに伸ばしたらいい。それ

からもう一つは、これは陳腐化して時代に対応できないようなところは、退場し

やすいインセンティブを与える、そういうことを私はやっていかなきゃいかんと

思っておりまして、今、言質を取る訳ではないですけれども、財務大臣から心強

い御意見がありましたので、ですから、私どもとしては……。 

（塩川議員） 中小企業を救おうと思ったら、保証枠をとりあえず上げることだと。

保証枠は今基金の25か26と言っておるんです。それやったら昔の興銀と同じじゃ

ないかと。政府のだったら、もっとどーんと保証額を1,000 億で５兆円保証とい

うのができる訳だ。そんなものはどないでも決めたらええんやから。そんなこと

できるはずなんだもの、何でそんなことが問題になるんだろうと。 

（平沼議員） それは是非しっかりと御相談をさせていただいて、ただ、繰り返しに

なりますけれども、モラルハザードと「選択と集中」ということは基本的に据え

ておかなきゃいかん考え方だと思います。 

それから、ちょっと発言のついでであれですけれども、例えば税制改正、これ

は私も民間の皆さん方のペーパー、リポートに賛成でありますし、それから、不

良債権処理の金融対策というのも私はそのとおりだと思います。しかし現時点に

おいて、例えば、そういう不良債権処理をして金融対策をやるという場合には、

やはり金融担当大臣と本当に意思の疎通をして同じ基盤に立たないと、これはや

ろうと思ってもできない訳ですから、この辺はしっかりとした、何と言いますか、

共通の基盤に立つ腹の割った話し合いをして、そしてやらないと、いつまで経っ

ても、ラチがあかないと思っております。 

税制改正についての政府税調との議員の会というのは非常に有意義だと思いま

す。これは皆様方言わずもがなのことですけれども、例えば、自民党の党税調と

いうのは、11月までやらないというような一部意見があるやに聞いております。
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ですから、そういうことを考えると、そこもぴちっとしておかないと、ここで議

論しても肝心なところでドアが開かないということになるとあれですから、ここ

も真剣にやらなきゃいかん。それだけ申し上げます。 

（塩川議員） それは何とか努力していますが、だんだんと、一人一人やっておるん

や。 

（牛尾議員） 何でそんなことになるんですか。国のことを考えてやるのに何でそん

なことになるんですか。 

（塩川議員） やっても即効性はないんだという、というのは、法律を改正してやっ

たら、どうしても臨時国会で法律が出せないだろうと。そんな簡単な法律じゃな

いですから、そうすると、通常国会になるだろうと。通常国会で一番早くやって

も、来年の１月１日しか適用できないじゃないかと。だから、そんなに慌てない

でもいいと。僕はそうじゃないと。税というものは期待感というものが大きいん

だから、期待感にどんとやらすということで、それをやりたいんだと。それじゃ、

一体どうしたらええのか考えてこいということに今なっておるんです。 

（竹中議員） 先ほどの問題で速水総裁どうぞ。 

（速水議員） 様々な御意見には謙虚に耳を傾けさせていただきますが、今後とも日

銀法の枠組みに従って中央銀行としてどのような貢献ができていくのか、これは

政策委員会で十分議論を尽くしてまいりたいというふうに思っております。今、

ＲＣＣの話が出ましたけれども、これは今でも、私ども預保を通じて金を出して

いくことができる訳ですし、買取価格を上げて、どんどん買っていくことは必要

だろうというふうに思います。 

それからもう一つ、さっきちょっとお話が出ておりましたＥＴＦですか、これ

につきましては、現在市場には短期・長期の国債をはじめとしまして、日銀の受

入担保とか、買入の対象となるような資産が極めて豊富に存在しておりまして、

そういう面からオペ対象資産を拡充していくという必要は今のところないと思っ

ております。特に、株式を日銀が銀行券の資産見合いとして買うというのは、こ

れは中央銀行としては例もございませんし、やはり、これはやるべきことではな

いと思っております。 

（竹中議員） 細かいことですけれども、先ほど本間先生が言われたハイパワード・

マネーは前年に比べたら30％増えているけれども、前月に比べたら増えていない

じゃないか。今、フラットじゃないか。その結果としてマネーサプライが３％し

か増えていないと、その点については何かお考えいただけますか。 

（速水議員） マネーサプライが増えていないのは、資金需要がないということが大

きいと思いますし、やはり銀行が不良貸出の方に気をとられて、新しい貸出対象

を探して、リスクをとっていくといったような新しい商売をどんどん増やしてい

くという気持ちにまだなっていないというふうに思っております。 

（本間議員） 一方で中小企業を中心にして満たされざる資金需要があるということ

を言いながら、他方こういう議論になってくると、資金需要がないからマネーサ

プライが伸びないんだという、こういうトートロジーから、そろそろ我々は脱却
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しなくてはいけない時期に来ているんだと思うんですね。 

（吉川議員） 一言だけ交通整理をさせていただきたい。恐らく総裁のおっしゃった

資金需要というのは、民間銀行からハイパワード・マネーへの資金需要というこ

とだと思う。もう一方で資金需要がというのは、中小企業などが民間銀行から借

りたいという、そういう資金需要。同じ資金需要という２つの言葉が錯綜してい

る。 

（塩川議員） 銀行の態度ですよ。 

（牛尾議員） 金融システムが、そういう意味では潤滑に柔軟性を失っているんです

よ。金融機能が……。 

（竹中議員） だからこそ、資産が多様化すれば需要が増えてくるんですよね。 

（本間議員） マクロの資金配分機能が今の脆弱な金融システムのもとではちゃんと

果たされていないというところが非常に大きい。資金の出口と入口のところの需

給についてレトリックを弄するというのは、国際社会に対して金融システム問題

の解決の強い姿勢を出すためにも望ましくない。ここは我々きちんと精算する時

期に来ているんだろうと思うんですね。 

（吉川議員） 一言よろしいですか。この点は率直に言って、経済学者、エコノミス

トの間でも大論争があるということです。中央銀行、日本銀行が長期国債等をも

っと買って、いわゆるハイパワード・マネーをもっと出せばいいじゃないか。こ

ういう考えと、日本銀行総裁がおっしゃっている訳ですが、それはもう目一杯や

っていて、余りそれ自体は効かない。ただ、恐らくすべての人に共通しているの

は、いずれにしても、民間の銀行のところに不良債権の問題があるために、中央

銀行がかなりアクセルを踏んでいる。これにはまだアクセルの踏み方が不十分だ

という議論もありますが、ともかくかなり踏んでいるんだけれども、なかなか金

融緩和の効果が出てこない。やはり民間の銀行の不良債権に１つの大きな問題が

ある。これは恐らく中央銀行、日本銀行も、竹中大臣、本間先生、すべての経済

学者に共通した思いだと思います。中央銀行がもっとアクセルを踏めということ

に関しては議論が分かれますが、不良債権が重しになっているということについ

ては全員が一致している。この点は、是非総理にも御理解をいただきたいと思い

ます。 

（奥田議員） 民間金融銀行に対して、誰も指導力といいますか、強制力というのは

持っていないんですか。 

（塩川議員） 僕ら心安いから頭取に、西川さんと、寺西さんはぼろくそに言ってい

るけど。 

（速水議員） 私どもは当座勘定を預かっていますし、考査もいたしておりますし、

民間金融機関の特に中小企業に対する金融については、この前から借入先とよく

話し合って指導するようにということを強く言っているんです。先行き競争力が

ないものを一生懸命お金を貸してみても、後でまた困るだけのことでございます

ので、そういう先に対して親切によく話を聞いて、駄目なら駄目で、別の方向を

考えるというようなことを指導するようにいたしております。 
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（奥田議員） そこらあたりがネックになっていまして、結局、指導とか、背中を押

すとか、それぐらいの話じゃ、この話は収まらないので、もっと強制力を持って

……。 

（竹中議員） それはずっと議論のあることですけれども、早期是正措置というのが

ある訳ですから、早期是正措置を使えばいいんです。早期是正措置の使い方が変

な資本が中に入ってきているからいい加減になっているというのが、多くの一致

した意見じゃないですか。 

（塩川議員） 民間の大銀行の頭取なんかと話したときの席で、こういうことを言う

んです。例えば、信用銀行なんか300 あって危なっかしくてかなわんなと。です

から、信用金庫のモデルケースとして、例えば資本金が1,000 億円以上ですよ、

もしくは預かっている貯金が8,000 億円以上のものというふうなこと、あるいは

地方銀行に次いでＡクラスの地方銀行は、資本金１兆円という預金というモデル

ケースを示したら、これを一つの基準に合併せいということやなと。俺たちもこ

れだったら、信用金庫は200 億円の資金じゃあかんなと。３つ、４つ集まろうか

という一つのケースが出てくるんじゃないか。そういうことで償還できんだろう

かと言うんだけど、それは指導権ないと言うんです。金融庁ではそういう指導権

はない。そこが問題なんです。 

（奥田議員） 金融庁もないし、財務省もないし、日銀もない。どこもないという話

になれば、結局、都市銀行の経営陣に期待する以外に方法はないということです

か。 

（塩川議員） 一つあるんです。それは国会から言わすこと。国会から言わせて、そ

れに対応するしかない。僕は民主党と議論したんです。これもおかしな話で、そ

れじゃできないということに……。 

（牛尾議員） それはいかんわ。 

（竹中議員） 何もできないなんて言うと行政が成り立ちませんから、そんなことは

あり得ない訳です。 

（奥田議員） しかし今のお話を聞いていると、全部ネックになっちゃって、できな

い、できないというお話になっちゃうんですね。 

（牛尾議員） だけど、1985年ぐらいまでというのは、日本の金融機関というのは世

界で最も金融機能を発揮していた経営体であった訳です。 

（塩川議員） いやいや、護送船団だからできたんや。 

（本間議員） 塩川大臣、実質的には護送船団方式が復活している訳ですね、局所的

には。 

（塩川議員） いやいや、根拠のないまぼろしの護送船団なんですよ。 

（本間議員） ですから、当局は実務的に極めて精緻に手取り足取り、こうせい、あ

あせいと言って、良いところも悪いところも一律でやりますからね。どこもリス

クをとれないような状況になってきている。我々がここで書きましたのは、吉川

議員に先ほど報告していただきましたけれども、経営状況の悪い銀行とそうでな

い銀行を峻別して、悪い銀行については、先ほど塩川大臣がおっしゃったとおり、
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合併も含めてオーバーバンキングをどう是正するかというようなところまで……。

（塩川議員） 合併せいということはできないからね。これがないと、これからでき

ませんよという１つのモデルケースでサンプルを示すというようなことをやった

らどうだろうという、そういう案なんです。 

（吉川議員） 要するに金融システムの問題、大きな宿題が残っている訳ですから、

期限を決めて、やはり戦線立て直しが必要だということを我々考えております。 

（竹中議員） 後で今後どうするかということは、最後に総理のお言葉をいただいて

からとりまとめをいたします。 

○税制のあり方について

（竹中議員） 金融と中小企業等々、税制につきまして紙が出ております。紙の御説

明をしていただけますでしょうか。本間先生。 

（塩川議員） 税ですか、手ぐすね引いてきておられますね。 

（本間議員） 税制改革の進め方、あり方について少し原点に返ってまとめたのが、

御手元にお配りしております「税制改革のあり方について 有識者議員」という

ペーパーであります。我々は金融制度改革、システム改革の早期の実現と、それ

と同時に税制改革をどのように具体化をしていくかということが、４本柱として

歳出改革と規制改革もありますけれども、２大要素であるというぐあいに考えて

おります。 

原点に返るということを申し上げたのは、もともとの総理の御指示、閣議決定

と整合的な税制改革はどうあるべきか、いろんな方が御議論をされている中でそ

この原点が少し忘れ去られているのではないかと懸念している。ここで原点とい

うことを申し上げて再確認をしたいというのが第１点であります。 

総理が経済財政諮問会議、政府税調で検討をしろという御指示がございました

のは、「包括的かつ抜本的な税制改革」でありまして、さらにその趣旨を「基本

方針２００２」で閣議決定をしておる訳でありますので、そういう精神で今後き

ちんとまとめていかねばいけないと思います。この「包括的かつ抜本的な税制改

革」というのは、これは改めて確認するまでもないんですけれども、制度減税、

つまり恒久的なものであるというのが諸外国では常識であります。景気対策とい

うような継ぎはぎの改正をするということでは、この「包括的かつ抜本的な税制

改革」を実現をしたということにはなりません。したがって、一時的減税と恒久

的な増税というような言われ方を一部されておりますけれども、こういうやり方

では、これは抜本的な税制改革とは言えないということだろうと思います。 

それからもう一つは、緊急の状況にどのように対処するかについて、御方針は

いろいろございます。景気対策、デフレ対策等で一時的減税ということは、先ほ

ど竹中大臣から頂いた政府与党連絡会についての御報告にもありましたけれども、

これはタイムリーに実現をし、かつ課税ベースも直さなければいけない。先ほど

塩川大臣の方から税の空洞化という指摘がありましたが、そういう部分について

はきちんと見直しながら、かつ重点的に政策減税をするということは、これは政
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策手法としてあり得るんだろうと思いますが、あくまでもその中核的な税制改革

というのは、恒久的なものであるということをここで確認していく必要があろう

かと思います。 

次に、包括的・抜本的というときには、租税原理・原則と整合的な税制改革を

するというのが各国の習いでございまして、その際には、税制の中立性がきちん

と担保されなければならないと思います。我々はこの中立性を追求することによ

って、活力の土台になる税制を構築するということを提案した訳であります。こ

こでは、中立を重視する政府税調は一時的な政策減税を提案し、活力を重視する

我々が一般的な制度改革を提案するというねじれを生じておりまして、これにつ

いて少しきちんと整理をしていくことが必要かと思います。いずれにしましても、

課税ベースを可能な限り広げて、税率を極力下げるという「広く薄く」のオーソ

ドックスな原則が税制改革の指針であるということを改めて留意すべきだろうと

思います。 

それから３番目、「税収中立」の考え方が幾分混乱をいたしております。この

点については、中長期的には必ず一時的減税、恒久的な増税という組み合わせで

は増税となってしまうので、多年度での税収中立ということをきちんと満たすよ

うなやり方を追求する必要があろうかと思います。これは塩川大臣御懸念のとこ

ろでございます。プライマリーバランスの赤字を2010年にほぼ解消するというこ

とを「改革と展望」の中でうたっておりますとおり、我々も財政の基盤を根本的

に崩すようなことは毛頭考えておらない訳であります。これを活力両立させるよ

うにどのようにきちんと設計をしていくかということを、今後諮問会議の中でも、

また関係官庁の中で議論をしていく必要があろうかと思います。 

最後に、マクロ経済と整合的な税制改革であります。我々、今年度は実質経済

成長率は政府経済見通しをクリアできるような状況になっておりますけれども、

名目成長率については、先ほど申し上げましたけれども、デフレが強まっている

ために当初の見通しよりは厳しい状況になっているということ、そして、それが

税収にはマイナスに作用しているということは十分認識しておるところでありま

す。その意味でデフレをきちんと克服していくような動きをしなければならない

訳です。「改革と展望」では来年度0.6％という実質経済成長を達成し、その後、

2004年度以降は実質で１1/2％以上、名目では２1/2％以上の民間需要主導型の成

長を目指しておる訳でありまして、こういう観点からみると財政がマクロ経済の

中でどのように位置づけられているかということは、非常に重要なテーマです。

これは先ほど吉川議員の方からお話が出ましたけれども、歳入面では介護保険料

とか、失業保険料の引き上げ等今まで考慮しなかったものもございますし、さら

に歳出の改革が大幅に行われ、集中化をするというようなことを考えますと、減

税規模の数値例としてＧＤＰの0.5％程度ないしそれ以上という考え方をここで

はお示しをしておりますけれども、これぐらいマクロバランスへ配慮することが

必要になってこようかと思います。 

それから効果の面で一時的減税、例えば投資税額控除でありますとか、あるい
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は研究開発に対する税制上の優遇の方が短期的には効くというような御主張があ

ります。それは論理的には、実は前倒しの効果だけであるというようなことをペ

ーパーの中に書いておりますし、資料３ページの図のとおり、マクロ経済上、一

時的な減税と恒久的な増税と組み合わせた場合には、最初のときにはプラスにな

りますけれども、その後にはマイナスになるというようなことは、おそらくシミ

ュレーションをしても出てまいります。従って、恒久的な税制改正というものを

きちんと入れてやっていくということが重要だろうと我々は判断をいたしており

ます。 

最後に、今後の検討課題でございますけれども、この税制改革をきちんと国民

に分かり易く説明していくということが非常に重要でございます。総理のリーダ

ーシップのもとで、この諮問会議においても十分に審議を行い、国民に対して増

税も含めた対応を今後やらなければならない局面が出てまいりますので、国民が

納得する税制改革の進め方というものを工夫をしていただきたいというぐあいに

考えております。 

以上です。 

（竹中議員） 塩川大臣、このペーパーをお願いします。 

（塩川議員） 私の方はいろいろくどくど書いていますけれども、従来から言ってい

ることで、大体趣旨は同じで、簡単に言いますと、「２．」のところを見たら、

主な論点のここだけ、時間の節約のために申し上げます。 

「２．」の中の(1) 、ここは一言で言いまして空洞化を埋めるということなん

です。これは是非認めてもらいたいと。これは増税とは言わない。私はタウンミ

ーティングでも増税じゃないと言っているんです。当然、あるべき税制に戻すん

だということを言っておるので、その趣旨でやっていただきたいと思っておりま

す。 

第２はよく議論されるんですけれども、初めに減税の額ありきという考え方で

す。これはちょっと困るので、そうではなくて、減税の規模を先に決定してしま

うと、あと説明しにくいので、要するに政策で減税をにおわせてもらうようにし

て、その上で政策を遂行するのに必要なものとして、これだけの減税をしなけれ

ばならんということ。賢い先生方はすぐ数字で、ＧＤＰの0.5 ％を増やすんだと

やってしまうと、最初に数字ありきで、あと説明しにくいんです。だから、こう

いうふうにやると活性化が出てくる。そうしようと思うと、この税金のこれとこ

れとを減税しなければ駄目なんですと、こういう説明にしてもらったら納得する

と思うんです。そこが２番目に言っているんです。 

３番目の話ですが、先ほどの本間先生の話とちょっと抵触するんだけれども、

私は枠として多年度にわたる考え方をきちっとしておいてもらったらいいんで、

そこは絶対私としても譲れない線になってくるんです。増減税のあり方はここで

決めていただいたらいいですけれども、しかし、一体化ということだけは言って

おいてもらいたいと思いますので、よろしくお願いしたい。一定期間内の減税額、

増収額を一致させること。その考え方からいいますと、ちょっと先走りますけれ

 22




平成 14 年第 26 回 議事録 

ども、先生、図の１がありますね。図の１を見ていただいたら、この考え方で私

のところがとれないのは、上の方の図面はとれないんです。これは何でかという

と、こういう既定的に経常的にやられてしまうと、福祉関係の当然増と公債費の

増額分が賄いきれなくなっちゃうんですよ。それは何かというと、追加的歳出削

減で、どんどん歳出削減したものは全部減税に回すんだと。現在の財政状況では

それができにくい状況なんです。その点は理解してもらって、これだったら牛尾

さん一番簡単な話で、こっちの方でやってもらわないと。 

（牛尾議員） もちろん、こっちの下の方です。上は参考までに。下がよく分かるよ

うに。 

（塩川議員） これはあかんけど、参考までにと書いておいてくれないと。こっちが

主体かと思って、これはあかんぞと言っているんです。 

（牛尾議員） 下です。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 民間の議員の皆様方からの減税に対する基本的な考え方、政策減税と

いうことの必要性は認めつつも、しかし、恒久減税、オールマイティというよう

な、そういう御議論でした。だけれども、例えばアメリカの例を見ましても、効

果的な政策減税というのは、何も短期で終わってマイナス効果をもたらすものだ

けではないと思っています。それによって新しいインセンティブが与えられて、

実際に産業の規模が拡大し、そちらからの法人税収入とかそういうものが入って

くる訳ですから、そういう一面で捉えるべきじゃないと思います。ですから、今

の日本の産業というのは萎縮しているということは、これはそういうインセンテ

ィブが与えられていないから、それが非常にマイナスのスパイラルに入ってしま

っている。ですから、そこで政策減税で投資、開発、そういったところにやれば、

これは短期的に経済効果は出てきますし、それによって新しい業が起こる。起業、

こういうものが行われたときに大きな収穫がある。これはアメリカのそういった

実例を見ても、例えばプロパテント政策によって、一連の研究開発投資、設備投

資、そういうことをやったために非常に大きく開花した。だから、マクロで見れ

ば、お分かりになっていることだと思うんですけれども、私はそういう政策減税

というものもしっかりと盛り込んでやらなければならない。今日、政府与党の皆

さん方の主張の中にもここのところが非常に強く、３党の党首合意、３党幹事長

の合意で出ておりまして、これは経済財政諮問会議で政策減税というものもしっ

かりとやらなければいかんと、こういうふうに思います。 

（本間議員） 我々は非常に受身的に主張をしているという部分がございます。それ

は一部の論者の中には、政策減税、投資減税じゃなければ需要喚起というものは

起こらないという言い方をされておられます。それに対してすぐ止めてしまうよ

うな政策減税をやったとしても、それは収益の流列の割引現在価値を最大化する

という企業行動からいくと、投資のタイミングを前倒しするだけです。後で元に

戻るような状況の中では、仮に２、３年効果があったとしても、それは後で剥げ

落ちていきますよ。したがって、企業が収益の将来を考える長いスパンの中で、
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タックス・プランニングがちゃんとできるような税制改革をするということが大

事です。恒久的な減税というものがセットにならないと、そういう面での効果が

出てこないということを言っておる訳でありまして……。 

（平沼議員） それだったら私もわかります。そこを強調されて、どうもそっちの方

が……。 

（本間議員） 我々は実はディフェンス風にそこのところを言っておる訳です。 

（竹中議員） 重要なポイントですけれども、これは規模の議論にも関連するんです

けれども、これは税制の議論であると同時に、マクロ政策の議論なんですね。で

すから、具体的に歳出の規模というのは数字で言っている訳ですから、歳出の規

模だけを言って、歳入については言わないと。歳入の規模をある程度議論しよう

と思ったら、どのぐらいの減税が想定されるかということは自然に出てくる訳で、

そういう議論を今しておられるということになります。 

（塩川議員） さっき言ったでしょう。最低の増税額というものはどのぐらいだとい

うこと、これは空洞を埋めていくということならば、どのぐらいあるということ、

この計算は出てきますから。 

（竹中議員） その中でおっしゃったように、将来の増収可能額も見据えなければい

けないということですね。 

（牛尾議員） そう違ったことを言っている訳ではないんです。 

（若松総務副大臣） 是非議論していただきたいのは、2010年黒字プライマリーバラ

ンスというのは誰も思っていない訳ですよ。だからこそ、日本に対する根本的な

不信感というんですか、そこに財政規律を是非ともこの中に入れていただきたい

と思うんです。いわゆる税制改革と歳出改革ですね。ここに財政規律というもの

が入らないと、結局は国と地方を合わせて、実質的には赤字、三十数兆円の純増

ですから。それが１点と、あと先進国を見ても政策減税とかいろんな言葉があり

ますが、いずれにしても、財政政策は景気対策に成り得ていないんですね。ここ

数年間を見ますと、早く気づいたところが既に財政規律の法律を作って、それが

ニュージーランドであって、オーストラリアであって、かつ、そういったところ

が、しっかりとマクロ的な環境も良くなって、今プラス思考になっているという

ことなんで、是非、財政政策をとって減税するというようなことはやめていただ

きたいことと、併せて財政規律ですね。 

（竹中議員） ちょっと誤解あるといけないんですが、財政規律を重んじているから

こそ、「改革と展望」でシナリオを示して、それを閣議決定して……。 

（本間議員） 「改革と展望」を実現していくということが前提になっております。 

（竹中議員） それが前提なんです。 

（本間議員） 今、若松副大臣がおっしゃったことは、「改革と展望」で示している

ように、プライマリーバランスの赤字を対ＧＤＰ比で毎年平均0.4 ％ぐらいずつ

減らしていけば、ほぼクリアできる。しかし、その過程の中で下に振れたり、上

へ振れたりする部分というものを許容しながら、どういうぐあいに経済活性化を

集中調整期間の中で進めていくかということが我々の経済運営の前提にあると思
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います。 

（塩川議員） 若松さんのおっしゃっている財政規律の実際の中の指針を見ると、国

と政府との関係、政府と地方と国との関係の財政規律をきちっとしておいてもら

わないと、地方財政が立たないということ、これは言えますね。税制改正で一番

気を遣っているのはここなんです。 

（竹中議員） むしろ、この間議論しましたように、中央政府は財政規律を持ってい

るんですけれども、ローカルガバメントが持っていないんですよね。地方がそれ

に相当するものがないと。 

（若松総務副大臣） だからこそ、財政規律というものを出してもらって、従来の単

なる歳出を要求するという形を変えていかないと、かつ増税という言葉がなかな

か出しにくい。先延ばしだと思うんです。 

（竹中議員） それでは、時間がタイトでありますので、ここまでの議論に関して総

理お願いします。 

（小泉議長） 今、これから構造改革を軌道に乗せていかなきゃならない時期に来て

いると思います。今、着々と進めてきておりますが、ここに来てまた、経済停滞

といいますか、金融問題、株価等不安感を与えていますけれども、今まで進めて

きた構造改革を如何に加速させるかというのが今後の大きな課題だと思っていま

す。そこで今ここに出ている金融システム改革、税制改革、規制改革、財政改革、

これを如何に加速させていくかということでありますが、この点については、全

く揺るぎない方針で進めていきたいと思います。 

特に、当面、金融システムの改革、不良債権処理、これを如何に予定通り進め

ていくか、進めていく過程でどういう当面の対策が必要かということが大事だと

思います。 

税制改革も「あるべき税制改革」を求めているんですから、これを経済活性化

に結びつけていく「あるべき税制改革」。私は単年度じゃなくて多年度で結構だ

と。減税も１兆円以上ということで、具体的には言っていませんが、これは色々

と専門家の意見の分かれるところでありますから、よく議論していただきたい。

最終的には一つにまとまらなくても、１つか２つ案を示していただければ、まと

まらなければ私が判断しますから。しかし、財務省も「あるべき税制改革」とい

うことを忘れないでください。 

私もよく主税局長にも言っていますが、大体、今の財務省は、道路公団の民営

化を言ったことがあるか。郵政の民営化を言ったことがあるか。財投の改革を言

ったことがあるのか。政府系金融機関も一指も触れてはならないという以外に何

か言ったことがあるのか。特殊法人、事務次官ばかりトップになって、言ったこ

とがあるのか。全部、言っていないことを今私がやっているんですよ。そこら辺、

よく財務大臣も言ってくださいよ。財務省のやってきたことが全部正しいと思っ

たら大間違いだ。今まで財務省が一言も言えなかったことを小泉内閣になって初

めてやっているんです。構造改革、郵政改革も郵便局の改革だけじゃない。これ

は郵貯はじめ、財投、政府系金融機関、民間金融機関、行政改革、財政改革、役
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人改革、特殊法人、すべて含んでいるから私は本丸だと言っているんです。全部

財務省は言わなかった。それを反省して……。 

（塩川議員） それは権限の問題もあったものだから。 

（小泉議長） 今、権限でやらなかったことをやっているんだから、そこをよく財務

省は考えてもらって、本当に「あるべき税制改革」についても、金融改革にして

も、よくやっていただきたいと思います。 

（塩川議員） 予算と税制で言うよりしょうがないんだから。 

（小泉議長） 税制改革も歳出改革も一体となってやらなきゃいけない。財務省も反

省してもらって、塩川大臣の指導力を発揮してやかましく言ってください。私も

言いますけれども。 

（塩川議員） はい、はい。 

（小泉議長） 財務省が言えないことをやって、現にやっているんだから。自民党が

言っていることを反対してやっているんだから。嫌々だけれども、自民党はつい

てきているんだから。自民党を変えるためにやっているんですから、これは本格

的にやりますから、その辺、整合的にやっていただきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。総理がメルマガに書いておられましたけれ

ども、総理として方針をお出しになると伺っております。こうした今日の議論等々

も当然踏まえていただいて、その方針を受けて、今日の議論を踏まえて、この緊

急対応のことを、10月になると思いますけれども、さらに煮詰めていくというこ

とだと思います。 

それに関して、次回政策金融なんですけれども、政策金融に併せて民間の金融

議論、中小企業の金融も議論せざるを得ませんので、本来ですと柳沢大臣にお出

でいただきたいんですが、柳沢大臣は御出張ということで、金融庁長官にお願い

するのかなというふうに思っております。それと今日、中小企業のセーフティネ

ット、中小企業経営のセーフティネットで踏み込んだ議論もございましたので、

平沼大臣、もし御意見がございましたら、そのときまでにおまとめをいただけれ

ばありがたいと思います。いろいろ難しい問題があると思いますが、引き続き、

また色々御検討をいただければと思っております。今のような日程で戦略を１か

月ぐらいでということになるのではないかと思います。よろしいでしょうか。 

（小泉議長） はい。 

（以 上） 
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