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平成 14 年第 26 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介があった。 
 
○制度・政策改革集中審議について 
（竹中議員） 資料を簡単に御説明する。検討事項の取扱いについては、①中心的に掘り

下げて議論を行う事項、②その他の検討事項の２つに分けている。中身は、各回での
私のとりまとめに沿っている。横長の資料は、合意された事項、これからやらなけれ
ばいけない事項のうち、特に重要なものをまとめた。例えば、「国と地方」の今後の
流れを示した。「義務教育（国庫負担制度等）」は議論が分かれたが、推進会議と歩調
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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だ
ろう。「雇用」では、厚生労働大臣から、若年雇用の総合戦略を 10～11 月に提示して
いただく。公共事業も、国土交通大臣からこの時期に案を出していただく。コメ政策
では、生産調整の廃止も視野に入れた抜本的見直し案を 11 月に決定いただく。エネ
ルギー関係の特別会計等についても記載した。相当忙しい議論になるが、重要なこと
ばかりなので、改革を具体的に実現するように、議論を進めたいと思う。既に事務的
に協議済みだが、御意見はないか。それでは、このようにさせていただきたい。 

 
○構造改革特区について 
（竹中議員） 構造改革特区について、福田官房長官からお願いしたい。 
（福田議員） 構造改革特区の進捗状況について簡単に御報告したい。総理のリーダーシ

ップの下、強力に推進するため、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、構造改革特区推進室を設置した。７月 26 日には総理を本部長とする
第１回構造改革特区推進本部を開催するなど政府一体での取組みを進めている。 

   具体的な制度設計のために、地方公共団体や民間企業から構造改革特区の提案を受
け付けた。９月５日現在、249 の地方公共団体及び民間企業等から 426 件の提案があ
った。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・国際交流といった分野が多く、多様な提案が寄せられているが、
代表的なものを資料に記載している。 

   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
ている。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いく。
よろしくお願いしたい。 

（竹中議員） ９月 20 日に第２回の構造改革特区推進本部を開き、基本方針を決定する
とのこと。御意見があればどうぞ。 

（塩川議員） 国際物流関連は提案数 29 で、港湾管理者から出ていると思う。国際港の
場合にはシングルウィンドウ化を進めて欲しいと言っているが、一つ障害がある。電
波法の改正だ。コンピュータを動かせない。法改正となると電波審議会の審議が必要
で、そこでストップしている。提案した地方公共団体や民間企業が、具体的にどこに
欠点があって、何を変えろと言っているのかを出して欲しい。 

（牛尾議員） 各分野で出てくるだろう。 
（福田議員） それを突破するのが、この特区の構想だ。 
（牛尾議員） ボトルネックの法改正ね。 
（塩川議員） 電波法の弱電の電波規制が問題になる。 
（牛尾議員） やり始めているのではないか。 
（塩川議員） 審議会で良いようだ。そうすれば、国際物流は国際並みになる。 
（若松総務副大臣） 私も現場の作成過程を見たが、ほとんど詰めずに出している。自由

な発想だが、それぞれ詰めると、かなり横断的に規制改革が必要になるだろう。 
（竹中議員） 中城室長が、必要な法律改正案を整理している。今の御意見も踏まえて、

手順を説明願いたい。 
（中城構造改革特区推進室長） 地方の要望の中にも、電波法改正も含まれている。現在、

法律、政令、告示、通達等に分類し、どこが一番ボトルネックになっているか整理し
ている。特区推進プログラムとして 10 月初めを目途に決定できるよう準備作業を進
めている。 

（塩川議員） 海岸法と港湾区域の規制の重複も改正できないか。港から少し離れると海
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岸行政になる。関西国際空港の周辺は海岸法の規制で何もできない。見直して欲しい。 
（平沼議員） 民間からの応募が少ないが、民間活力の観点からは、いったん締め切った

とはいえ地方自治体とも協力しながら門戸を開き、更にインセンティブを与えるべき
ではないか。経済産業省所管の規制緩和は、原則、満額回答で答えたい。私どもも一
所懸命計画していきたい。 

（竹中議員） ２次分は何か発表しているのか。 
（中城室長） 一度締め切らないと作業が進まないので、締め切ったが、今後も、地方、

民間からの提案を受け付けていきたい。 
（塩川議員） 提案者にどこを解除して欲しいのか、どこがネックか聞かないといけない。 
（竹中議員） 良い形にしていきたい。整理をよろしくお願いしたい。 
（小泉議長） 予想以上に出ており、この意欲を阻害しないようにして欲しい。自治体に

よって随分違うので、具体的に出ているものはできるだけ実現するようにして欲しい。 
（牛尾議員） これが記事になると、「ああ、そうか」と色々なアイデアが湧いてくる。

１回目のものは、昔から温めていた提案が多い。次回は、例えば３月頃再募集と言っ
てあげた方が良い。総理御指摘のとおり、気分が乗ってくるのは今年の暮れぐらいだ。
３月末に２次募集を行ってはどうか。 

（若松総務副大臣） 自治体から商工会議所、商工会につながればよいが、自治体止まり
のところが結構多い。民間の情報も出てくるルートも作っていただきたい。 

（竹中議員） ３月ぐらいに事務処理するのは可能か。 
（中城室長） 法制整備など全体との関係で考えたいが、２次募集は可能だろう。 
（牛尾議員） ２回目は早い方が良い。 
（塩川議員） 法律改正が必要だと現場は言うが、そうでないものも随分あるだろう。こ

れはやる、とアナウンスすれば、事業は進んでいく。 
（竹中議員） 総理の御発言も踏まえ、ディスカレッジ型でなくエンカレッジ型で行く。 
 
○当面の経済情勢について 
（吉川議員） 主要国で、最近、同時株安が起こり、世界経済の不確実性が高まっている。

こうした動きを受けて、総理をはじめ政府にも危機感を持っていただきたいとの思い
で、民間議員４人で相談して「緊急提言」をまとめた。 

   キーワードは、「より速く、より大きく、より分かり易く」である。 
日本経済は、年初来、輸出主導で景気底入れをした。現在の課題は、輸出主導のパ

ターンを如何に消費、投資、民間の国内需要にバトンタッチさせるかだ。金融機関の
含み損拡大といった問題を抱えている我が国には、日経平均 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いる。 

   経済政策は、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個別目
標のみに固執し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。これは民間議員が一貫してこの会議で主張してきたことだ
が、改めて提言したい。「改革と展望」で示した中期の成長経路に日本経済を乗せる
ために、デフレ克服、民間需要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べきと考える。 
 「緊急対応戦略」は、「金融システム改革」、「税制改革」、「規制改革」、「歳出改革」
の４本柱であり、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。具体的内容は、資料の２枚目にまとめた。 
 第一は、金融システム改革。不良債権問題の本格的解決に向けて、期限を決めて抜
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本的政策を実施する必要がある。行政の裁量的判断から脱して、経営状況の良い銀行、
悪い銀行を峻別すべきだ。良い銀行は、経営の自主的判断を尊重し、悪い銀行は、公
的資金投入・国有化を含めた処理を行う。税制でも適切に対処する。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
革は、従来から様々な議論が行われてきたが、我々は不十分だと考える。抜本的に進
める必要がある。 

   次に、税制改革。規模や骨格を「緊急対応戦略」の一環として早急に決定し、企業
や個人の速やかな対応が可能となるようにする。法人税率引下げを中心とする恒久的
減税とデフレ克服等に焦点を当てた適切な政策減税の組合せで、ＧＤＰ比 0.5％、２
兆 5,000 億円規模の減税を行うべき。証券税制、土地税制の抜本的見直しも行うべき
だ。 

   続いて、規制改革。特区は、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、いわゆる官製市場への民間参
入、具体的には株式会社の市場参入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。２兆円以上を目標に重点分野に予算を配分する等である。 
現在の世界経済の状況は注視する必要がある。日本経済が底入れしたのは、そのと

おりだが、民需主導の持続的成長につなげるには未だ課題がある。現時点で政策をも
う一度見直して、戦線建直しが必要だ。政府として危機感をもって対処して欲しい。 

（竹中議員） 昼の政府与党連絡会では様々な要望が出た。議論の概要を説明したい。 
   第１点は、不良債権処理の促進。ＲＣＣの機能強化が中心で、実質簿価買取りとい

う意見もある。ペイオフ解禁延期の意見もあったが、国際的信用を重視し、従来どお
り実施すべきとの意見もあり、意見が分かれた。 
 第２点は、税制。６月 17 日与党党首の話合いに基づき、必要な税制改革を前倒し
で早期に示して欲しい。証券税制が分かりにくく見直しも考慮すべきとの意見だった。 

   第３点は、中小企業金融。政府系機関融資の充実、保証協会の保証枠拡大など中小
企業金融への対応の指摘があった。 

   第４点は、公的資金、日銀資金等によるＥＴＦ購入という議論があったが、ＰＫＯ
は好ましくないとの議論もあった。 
今日の相場は戻したが、非常に微妙な状況で、大胆かつ慎重に御議論願いたい。 

（塩川議員） 不良債権処理は、結局、損をどうかぶるかだ。金融機関とＲＣＣが半分ず
つかぶるべき。銀行には、政策面で長期緩和措置をとり実質損をしないようにするが、
早期処分のためには当面の損を覚悟で出す。ＲＣＣも半分を引き受け、その負担は国
家負担とせず、預金保険機構の保険掛け金で長期間に償却する。こうすれば、損を半
分に分け、最終的にはどちらも損をしない。踏み切って欲しい。金融庁では行政指導
権の有無が問題になるが、むしろ法律で対応すべきだ。党にも説明しておいた。 

   ペイオフの問題では、普通預金は、決済資金で貯蓄資金とは思われていない。銀行
はサービスのために金利を付けている。難しいことを言わずに、当座預金は保証する
が、利息のついた普通預金は駄目とか、はっきりしたら良い。 

   税制は担当だが、税制改革の方向付けを政府税調とも相談して発言している。あち
こちから時期尚早とか叩かれるが、アナウンスは早くすべきだ。減税規模だが、税の
空白をどの程度埋めるかだ。「広く薄く」の「広く」の方で、どれだけ埋めるか計算
がつけば、上積みで減税は柔軟にできる。財政の担当者として、空洞化を放置した減
税先行には反対だ。ただし、空洞化対応は増税ではない。空洞化にしっかり対応した
上で減税するなら、どんな意向にでも応じていける。増税ではなく空洞化を埋めると
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いう点は、間違わないように。タウンミーティングでも反対はそれほど出ていない。
党税調と政府税調や政府税調と諮問会議でも意見交換をしてもらったらいい。税制に
は法令改正が必要で、即効性は直ぐには出ない。14 年度の遡及適用は非常に難しい。
15年１月１日からの適用は可能だが、９月以降の下期決算への適用は非常に難しい。 

   証券税制は、あまりに複雑なので簡素化すべきと言っている。法律の趣旨は分かる
が、手続と窓口の対応が非常に複雑だ。現在研究中で、９月中には結論を出す。証券
業界と国税庁で議論して手続を簡便化させる。 
税制では、最初に規模ありきという印象を与えてはいけない。これだけ効果がある

から、これだけの減税をするということが必要だ。 
（速水議員） 景気の現状と対応に一言触れ、金融システムに関する考え方を説明したい。

景気は、輸出と生産の増加を背景に下げ止まっていると思う。先行きは不確実性が高
まっているが、背景には、米国経済の不透明感が強まり、米国及び我が国の株価の大
幅下落がある。海外経済の影響で輸出が大きく鈍化すれば、我が国の景気改善も止ま
る可能性があるが、米国の家計支出は底堅く、緩やかな回復予想がなお優勢だ。 
金融政策面では、現状、極めて潤沢な資金供給を行い、市場でも流動性調達への不

安感は全然見られない。今後、仮に金融資本市場が不安定化し、流動性需要が高まる
場合には、一層潤沢な流動性供給を行っていく。 

   金融システムへの内外の評価は、引き続き、かなり厳しい。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で相当小さくなっている。既存不良債権の劣化
のリスクが残っているほか、暫くは新規に不良債権が発生するリスクが小さくない。
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
きる収益力を強化すべく、全力で取り組む必要がある。足下の株価下落で、直ちに金
融システムの安定が損なわれるとは言えないが、個別金融機関に与える影響は、細心
の注意で見ていく必要がある。仮に、何らかの事情で金融システム全体の安定に疑問
が呈せられる事態に至った場合は、タイミングを逸せず、預金保険法の危機対応の枠
組みで早目に公的資金を注入すべきだ。日本銀行としても、公的資金注入と合わせ、
必要に応じて流動性を供給していきたい。 
 ペイオフについては、金融審議会答申に則り、必要な制度改正や金融機関の具体的
対応がなされ、決済機能の安定確保に寄与することを期待している。ただ、金融シス
テムの安定確保には、こうした措置と併せ、不良債権問題克服等の課題に取り組むこ
とが必要だ。日本銀行としても、引き続き、中央銀行として成し得る貢献を行ってい
く。 
先般の経済同友会の提言では、銀行が公的資金注入を望まない状態では、何時まで

も事態は改善しないとし、コーポレート・ガバナンスを変え、基本方針を変えるよう
な政策を打ち出すべきとの提言を行っているが、適切な考え方だと思う。 

（奥田議員） 不良債権償却は当然やるべきだが、何を今更という感じもある。その原因
は、中小企業が倒れてもセーフティネットが確実ではないのと、失業率が上がる覚悟
が出来ているかということ。ここがはっきりしないと不良債権処理はできない。韓国
は一時的には 17.5％まで失業率が上がったが、現在は 2.5 ％まで下がっている。非
常に辛い状況、まさに痛みの峠を越えないと不良債権処理はできない。処理のシステ
ムはできており、あとは決意、決断の問題だ。一時的に失業率が上がっても、それは
将来下がるということさえはっきりしていれば、処理すべきと思う。 

（本間議員） 「改革と展望」のシナリオを着実に実現し、構造改革の実を達成すること
は非常に重要な問題。常に不安定要因となるのは金融サイドであり、株価下落で全体
の資金配分機能が侵されるのが 10 年以上も続いている。ここを見直して抜本的に処
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理を進めなければ、構造改革は進まない。今年は、実質経済成長率見通しは達成でき
そうだが、デフレについては、目標から遠ざかっている。デフレ要因は債権債務関係
に影響を及ぼし、更に金融サイドから経済収縮につながる。ペイオフの決済性預金の
定義など小さな問題に拘泥して、大きな問題を一時凌ぎで終わらせてはいけない。「よ
り速く、より大きく、より分かり易く」という哲学で、政府が、この金融問題を解決
するのか、そろそろ国民にはっきり示していく時期だ。 

   速水総裁のお話には首肯すべき点が多いが、マネタリーベースの動きは前期比では
フラット化している。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、非常に重要な問題だ。日銀
が実務的な観点から「手詰まりだ」と言うのはやむを得ない面もあるが、どう打開す
るか、より積極的なスタンスを内外に示すことが重要だ。日銀当座預金残高が 15 兆
円で張りついているので、長期国債買切りオペの増額、オペ対象の範囲の拡大につい
て是非お考えいただきたい。各担当部局が一生懸命やるほど、マクロ的には逆行して
しまうジレンマを政策的に抱えていないか。経済政策を政府が全体として整合的に実
施する体制作りを９月に集中的に議論し、方向性を打ち出す必要がある。 

（牛尾議員） 今、方向が決っている問題は速く執行して方向を示すことが重要だ。話ば
かりでプランニングが立たないとの苛立ちがある。証券税制は分かりにくい。もっと
メッセージは簡素にやるべきだ。 

   経済の状態が非常に深刻であり、やるからには、ある程度大きくすべきだ。計画段
階では大きく、実行段階で小さくしてはいけない。連結付加税のように最後に２％乗
せるような、小さくすることはしてはいけない。 

   不良債権問題で議論されていないのは、中小企業の不良債権で、セーフティネット
の話しかない。ＲＣＣの活用は、実は、地方の中小企業に一番適切なものだ。膨大な
債権の残る大手 40 社の処理をこれでやるのは、なかなか世論への説明は難しい。他
方で、総計で 70～80％を占める地方の中小企業の債権を解決しないと、不良債権問
題は解決しない。それにはＲＣＣと取引銀行を活用してソフトに退場してもらう。法
律的に平沼大臣の所掌だが、肝心なお金の問題は、ＲＣＣが対応すべきだ。残った部
分は、地方の銀行が時間をかけてやる方法を、類型として業種別に７つか８つぐらい
のケースを作れば当てはまるだろう。検討に値する。 

   ペイオフは分かりにくい。ペイオフは解禁するが、決済資金だけはきちんとして欲
しいというなら、銀行に任せれば良い。細かく色々書いた説明だから訳が分からなく
なる。 

   経営状況の良い銀行は、経営の自主判断をもっと尊重して任せないと駄目だ。20
年前と比べ、銀行の貸付対象とカスタマーの関係は多様にわたっており、一律のマニ
ュアルで対応するような簡単なものではない。優秀な人間が銀行に入り、それぞれの
判断で多様な案件を処理している。助けるベき中小企業と、時間をかける中小企業と、
退場する中小企業の見極めは、官にはできず、金融業務でしかできない。きちんとし
たところに任せれば良い。ただし、死に体になっているところは、いち早く金融庁が
処理すべきだ。その区分無しに良いところも悪いところも一律に処理すると、金融行
政で民間の力を発揮する余地が失われてしまう。 

   証券税制も、分かりにくいと不安感を持つ。総合課税でどうなるかはっきり分から
ない。平成 13 年 10 月１日の株価の 80％と 10 年前の株価のどちらか有利な方を取得
費として選択可能といっても資料がない。後で調べられて贈与の可能性が残るなら、
結局売りにつながる。 

（塩川議員） 証券会社がそう言う。客から「今売れば将来税金を払わなくても良いのか」



 

 7

と聞かれても否定するだけ。今、税金を払い、将来もまた払うとなると、「止めとく
わ」となる。自分自身が証券会社に聞いたらそうだった。 

（牛尾議員） 結局、株価を下げてしまう。もっとシンプルにして、多少公平性が傷つい
ても分かり易くする。総合課税自体は悪くはないが、その道筋は分かり易くすべきだ。 

（竹中議員） 緊急提言の２枚目に沿って整理したい。御意見は概ねこの線だが、不良債
権問題はずっと言われており、決意と決断を新たに取り組むべしというのが第１点。
不良債権処理の方法としてＲＣＣの本格活用について、具体的議論を進め、早いプラ
ンニングを担当部署に出してもらう。また、一律処理ではなく、分別しつつ、悪いと
ころには早めに公的資金を注入するポリシーを明確にする。ペイオフもメッセージが
分かりにくく明確にする。これらを明確に戦略の中に織り込む。 

（塩川議員） 中小企業の問題だが、地元では信用金庫に資金がなくなっている。 
（牛尾議員） 本当に資金がなくなってきた。 
（塩川議員） 親会社に融資を相談すると「信用金庫があかんと言うなら、あかん。」と

なる。信用金庫が貸せるよう信用保証を思いきり増やしたら良い。信用保証は基金の
25 倍だが、最後は国家が責任を持つのだから 100 倍の保証枠を作っても良かろう。 

（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。 
（塩川議員） こちらが貸さないからだ。 
（牛尾議員） 国民金融公庫が貸さないのなら、貸すように言わないといけないのでは。 
（塩川議員） 政府系金融機関は、皆抑えている。政策投資銀行もそうで影響が出ている。 
（牛尾議員） 10％も下がっている。 
（塩川議員） 当分は現状のままで良いと言えば、どっと増える。 
（竹中議員） 取りまとめを続けたい。中小企業のセーフティネットの話は、信用保証の

話も含めて平沼大臣にお答えいただきたい。マネーが増えるよう、より積極的な対応
を日銀に期待したいという話は、速水総裁からお答えいただきたい。 

（平沼議員） 政府与党の会議では、中小企業に対する金融は非常に厳しいとの指摘だ。
かつての特別保証的な枠を拡大すべしとの意見もあった。特例措置として、最初は２
年で 20 兆円、経済状況を見て、１年延長し更に 10 兆円の枠を増やした。172 万社に、
28 兆 9,000 億円を保証した。一部にモラルハザードもあり、延命させた面もある。
しかし、これで大幅失業を防ぐことができた。息を吹き返して安定軌道に乗った企業
も多い。日本人は真面目で、中小企業も厳しい中で一所懸命に返済している。代位弁
済率は 10％の想定だったが、２～３％で推移していた。政府系金融機関も、このご
ろは、銀行と同じ標準動作で貸出態度が非常に厳しくなっている。代位弁済率も５％
に近付いている。現段階では準備基金は約 6,000 億円あるものの、保証枠拡大となれ
ば、新たな措置を講じなければならない。モラルハザードを絶対起こさず、「選択と
集中」という基本理念に則って、やる気があり、潜在能力のあるところは大いに伸ば
す。他方で、陳腐化して時代に対応できないところは、退場しやすいインセンティブ
を与えることも必要だろう。財務大臣からは心強い御意見をいただいた。 

（塩川議員） 中小企業救済には、保証枠を広げることだ。政府系であれば保証枠を大胆
に拡大できるだろう。 

（平沼議員） 御相談したいが、モラルハザード防止と「選択と集中」を基本にすべきだ。 
   税制改正や不良債権処理の金融対策は、民間議員資料のとおりだと思う。ただし、

金融担当大臣との意思疎通が必要だ。共通基盤に立って腹を割った話し合いをしない
と、いつまでもラチがあかない。政府税調との意見交換は有意義だ。ただ、党税調で
は 11 月まで議論しないとの意見もあると聞く。しっかりした対応が必要だ。 

（塩川議員） 努力している。 



 

 8

（牛尾議員） 国のことを考えているはずなのに、何でそうなるのか。 
（塩川議員） 即効性がないということ。法律改正が通常国会になる。早く審議しても、

来年の１月１日しか適用できず、慌てる必要はないとの意見だ。私は、税は期待感が
大きいので、それに応えるようなやり方を考えろと言っている。 

（速水議員） 謙虚に意見には耳を傾け、今後とも日銀法の枠組みに従って中央銀行とし
てどう貢献できるか政策委員会で十分議論を尽くしたい。ＲＣＣには、日銀も預金保
険機構を通じて金を出せる。買取価格を上げ、買取を促進することは必要だろう。 

   ＥＴＦについては、現在市場には短期・長期の国債を始め日銀の受入担保や買入対
象資産が極めて豊富に存在し、その面からオペ対象資産を拡充する必要はない。特に、
株式を日銀が銀行券の資産見合いに買うのは中央銀行としては例もないし、やるべき
ではない。 

（竹中議員） 本間議員御指摘のハイパワード・マネーが、前年比 30％増だが、前月比
では増えていない結果、マネーサプライが３％しか増えていない点はどうか。 

（速水議員） マネーサプライが増えないのは、資金需要がないことが大きい。銀行が不
良貸出に気をとられており、新たな貸出対象を探し、商売を増やそうとしていない。 

（本間議員） 中小企業を中心に満たされざる資金需要があると言いながら、他方、資金
需要がないからマネーサプライが伸びないという議論から、そろそろ脱却しなくては
いけない時期だろう。 

（吉川議員） 民間銀行からハイパワード・マネーへの資金需要と中小企業などが銀行か
ら借りたいという資金需要との２つが錯綜している。 

（塩川議員） 銀行の態度だ。 
（牛尾議員） 金融システムが柔軟性を失っている。 
（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。 
（本間議員） マクロの資金的機能が、脆弱性な金融システムの下で達成されないことが

大きい。レトリックを弄するのは、国際社会に対して金融システムへの解決に強い姿
勢を示す上で望ましくない。きちんと精算する時期に来ている。 

（吉川議員） この点は、経済学者、エコノミストでも大論争がある。中央銀行が長期国
債等をもっと買いハイパワード・マネーを増加すべしという議論と、速水総裁のよう
に目一杯やっているという議論だ。このように中央銀行がもっとアクセルを踏むべし
という点は議論が分かれるが、民間の銀行の不良債権が重しになって金融緩和の効果
が出てこないということは全員が一致している。 

（奥田議員） 民間金融機関に対して、誰も指導力、強制力を持っていないのか。 
（塩川議員） 自分からは機会を捉えて言っている。 
（速水議員） 当座勘定を預かり、考査もしている。中小企業への金融では、金融機関に、

借入先とよく話し合って指導するように強く言っている。 
（奥田議員） 指導とか、背中を押すくらいでは収まらない。強制力が必要ではないか。 
（竹中議員） 早期是正措置を使えば良い。しかし、早期是正措置で、変な資本が中に入

っているので十分出来ないというのが、多くの一致した意見ではないか。 
（塩川議員） 信用金庫は 300 以上あるが、資本金 1,000 億円以上とか預金 8,000 億円以

上とか、地方銀行では預金１兆円以上といったモデルケースを示し、これを一つの基
準に合併するとの意見もある。すると、信用金庫が３つ、４つ集まるケースも出てく
るのではないか。しかし、金融庁にはそういう指導権がないという。 

（奥田議員） 金融庁もないし、財務省もないし、日銀もない。結局、銀行の経営陣に期
待する以外に方法はないということか。 

（塩川議員） 一つある。国会から言わすことだ。しかし、与野党でも意見が異なる。 
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（牛尾議員） それはいけない。 
（竹中議員） 何もできないというのでは行政が成り立たない。そんなことはあり得ない。 
（奥田議員） しかし、今の話では、全てネックで、できない、できないとなっている。 
（牛尾議員） 1985 年ぐらいまで、日本の金融機関は世界で最も金融機能を発揮してい

た経営体だった。 
（塩川議員） 護送船団だからできた。 
（本間議員） 実質的には護送船団方式が復活している、局所的には。 
（塩川議員） そうではない。根拠のない幻の護送船団だ。 
（本間議員） 当局は実務的に、極めて精緻に手取り足取りで、良いところも悪いところ

も一律にやる。どこもリスクをとれない状況になってきている。我々がここで書いた
のは、経営状況の悪い銀行とそうでない銀行を峻別し、悪い銀行は、塩川大臣御指摘
のとおり、合併も含めてオーバーバンキングを是正するというところまで、、。 

（塩川議員） 合併しろとは言えない。そのため、１つのモデルケースで、サンプルを示
してはどうかという案だ。 

（吉川議員） 要するに、金融システムの問題は大きな宿題が残っている。期限を決め、
戦線建直しが必要だ。 

 
○税制のあり方について 
（本間議員） 税制改革の進め方、あり方について、原点に返って資料をまとめた。金融

制度改革、システム改革の早期の実現につながる税制改革をどう具体化するか重大な
要素だ。 
１点目に、総理指示、閣議決定と整合的な税制改革はどうあるべきかという原点が、

色々な方が議論しているうちに、忘れられていないか。ここを再確認したい。総理指
示は、「包括的かつ抜本的な税制改革」であり、その趣旨を「基本方針 2002」で閣議
決定した。その精神で今後きちんとまとめるべきだ。「包括的かつ抜本的な税制改革」
とは、恒久的なものというのが諸外国の常識だ。景気対策としての継ぎはぎでは抜本
的税制改革ではない。景気対策、デフレ対策等のために一時的、重点的に政策減税を
するのは政策手法としてあり得るが、中核的税制改革は恒久的なものであるべきだ。 

   ２点目に、包括的・抜本的というときには、各国とも租税原理・原則と整合的な税
制改革を実施しており、税制の中立性が担保されねばならない。我々は、中立性の追
求によって活力の土台になる税制の構築を提案した。中立を重視する政府税調が一時
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
じれが生じており、整理が必要だ。課税ベースを可能な限り広げ、税率を極力下げる
「広く薄く」というオーソドックスな原則が税制改革の指針であることに留意すべき
だ。 

   ３点目に、「税収中立」の考え方だ。一時的減税、恒久的増税という組合せでは中
長期的には必ず増税となるので、多年度での税収中立をきちんと満たすやり方を追求
する必要がある。「改革と展望」は、プライマリーバランスの赤字を 2010 年にほぼ解
消することを示しており、我々も財政基盤を崩すことは毛頭考えていない。活力との
両立のためどう設計するかは、今後、諮問会議等で議論していく必要がある。 

   ４点目に、マクロ経済と整合的な税制改革。今年度の実質経済成長率は、政府経済
見通しで示した水準をクリアできる状況だが、名目ではデフレが強まり、厳しい状況
であり、これが税収面ではマイナスに作用していると認識している。その意味ではデ
フレをきちんと克服しなければならない。「改革と展望」で打ち出した来年度 0.6％
という実質経済成長を達成し、2004 年度以降は実質で１1/2％以上、名目で２1/2％
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以上の民間需要主導型の成長を目指すには、財政がマクロ経済の中でどう位置付けら
れているかが、重要なテーマになる。吉川議員御指摘のように、介護保険料や失業保
険料の引上げなど考慮していなかったものもあり、歳出改革が大幅に行われ、集中化
することも考えると、減税規模としてＧＤＰ比 0.5％程度ないしそれ以上はマクロバ
ランス上の配慮として必要だ。 

   一時減税、例えば、投資税額控除や研究開発への税制上の優遇の方が短期的には効
くとの主張があるが、論理的には前倒し効果だけだ。資料３ページの図のとおり、マ
クロ経済上、一時的減税と恒久的増税を組み合わせた場合、最初はプラスだが、その
後はマイナスになることは、おそらくシミュレーションをしても出てくる。恒久的税
制改正をきちんと入れてやっていくことが重要だ。 

   最後に、今後の検討課題で、税制改革をきちんと国民に分かり易く説明することが
重要だ。増税も含めた対応が今後必要な局面も出てくるので、国民が納得する税制改
革の進め方の工夫をしていただきたい。 

（塩川議員） 資料の２．(1)。一言で言うと、空洞化を埋めることであり、是非認めて
もらいたいと言っている。これは増税とは言わない。タウンミーティングでも、増税
ではなく、あるべき税制に戻すと言っている。(2)は、初めに減税額ありきではなく、
政策を遂行するために必要なものとして減税を説明する。先に数字ありきでＧＤＰの
0.5％というのではやりにくい。この政策をやれば活性化する。この政策にはこれを
減税しなければ駄目だと、説明してもらった方が納得する。(3)は、本間議員御指摘
にもかかわるが、枠として多年度にわたる税収中立の考え方をきちっとしてもらうと
いう点は、私としても譲れない。増減税のあり方はここでやってもいいが、一体化は
言っていただきたい。一定期間内の減税額、増収額を一致させる。有識者議員資料の
別紙１の図では駄目だ。福祉関係の当然増や公債費の増額分が賄いきれない。追加的
歳出削減を全部減税に回すのは現在の財政状況ではできない。その点は理解してもら
いたい。 

（牛尾議員） 上の図は参考まで。下の図が民間議員の意見です。 
（塩川議員） そう書いてくれないと、これが主体かと思う。これでは駄目だとなる。 
（牛尾議員） 下の図である。 
（平沼議員） 民間議員の基本的考え方は、政策減税の必要性は認めつつも、恒久減税が

オールマイティという意見だ。しかし、アメリカの例を見ても、効果的な政策減税は、
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。新しいインセンティブが
与えられ、産業の規模が拡大し、法人税収入などが入ってくる訳で、そういう一面も
考慮すべきだ。今の日本の産業が萎縮しているのは、そういうインセンティブが与え
られず、マイナスのスパイラルに入っている。政策減税で投資、開発を行えば、短期
的に経済効果は出てくるし、新しい業が起こる。こういうものが行われたときに大き
な収穫がある。アメリカのプロパテント政策は、一連の研究開発投資、設備投資を行
ったために大きく開花した。そういう政策減税もしっかりと盛り込んでやらなければ
ならない。本日の政府与党で、この意見が強い。３党首等の合意で出ており、経済財
政諮問会議で、政策減税もしっかりとやるべきだ。 

（本間議員） 我々は受身的に主張している。一部の論者から、政策減税、投資減税でな
いと需要喚起は起こらないと言われている。しかし、すぐ止める政策減税では、投資
のタイミングを前倒しするだけで、２、３年は効果があっても後で剥げ落ちる。我々
は、企業が収益の将来を考える長いスパンの中で、タックス・プランニングができる
ような税制改革が大事であり、恒久的減税がセットされなければ効果が出てこないと
言っている。 
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（平沼議員） それなら理解できる。 
（本間議員） ディフェンス風に言っている。 
（竹中議員） これは税制の議論であると同時に、マクロ政策の議論だ。具体的に歳出の

規模は数字で言及しており、歳入も触れる必要がある。歳入の規模をある程度議論し
ようと思ったら、減税の想定も自然に出てくる。今、そういう議論をしている。 

（塩川議員） 最低の増税額がどのぐらいか。空洞化を埋めるなら、計算上は出てくる。 
（竹中議員） 将来の増収可能額も見据えなければならないということか。 
（牛尾議員） そう違ったことを言っている訳ではない。 
（若松総務副大臣） 2010年のプライマリーバランス黒字は誰もそう思っていないから、

日本に対する根本的な不信感がある。財政規律を是非ともこの中に入れていただきた
い。税制改革と歳出改革に財政規律が入らないと、結局は国と地方を合わせて、実質
的には赤字になる。先進国を見ても財政政策は景気対策に成り得ていない。ここ数年
間で見ると、ニュージーランドやオーストラリアなどは既に財政規律の法律を作り、
マクロ的な環境も良くなっている。財政政策として減税するのはやめて、財政規律を
大切にしていただきたい。 

（竹中議員） 誤解があるといけないが、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、それを閣議決定した。 

（本間議員） 「改革と展望」を実現することが前提になっている。 
（竹中議員） それが前提だ。 
（本間議員） 若松副大臣の御指摘は、プライマリーバランスの赤字を対ＧＤＰ比で毎年

平均 0.4％ずつ減らしていくことでほぼクリアできるが、上下に振れる部分を許容し
つつ、経済活性化を集中調整期間に進めていくかが我々の経済運営の前提にある。 

（塩川議員） 若松副大臣御指摘の財政規律は、地方と国との関係の財政規律をきちんと
しないと地方財政が成り立たないということ。税制改正で一番気を遣っている点だ。 

（竹中議員） 中央政府は財政規律を持っているが、地方にはそれに相当するものがない。 
（若松総務副大臣） だからこそ財政規律を出し、従来の単なる歳出要求という形を変え

る。増税という言葉はなかなか出しにくい。先延ばしだ。 
（竹中議員） 総理お願いします。 
（小泉議長） これから構造改革を軌道に乗せていくべき時期に来ている。着々と進めて

いるが、ここに来て、金融問題、株価等が不安感を与えている。今まで進めてきた構
造改革を如何に加速させるかが今後の大きな課題だ。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、この点は全く揺るぎない方針で進めていきたい。 

   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う。 
税制改革も「あるべき税制改革」を求めている。それも経済活性化に結びつけてい

く「あるべき税制改革」。私は単年度ではなくて多年度で結構だ。減税も１兆円以上
ということで、具体的には言っていないが、これは色々と専門家の意見の分かれると
ころであり、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私が判断する。財務省も「あるべき税制改革」という
ことを忘れないで欲しい。 
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。特殊法人では、事務次官ば
かりトップになって、、、。全部、財務省が言っていないことを、今、私がやっている。
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そこら辺、よく財務大臣も言って欲しい。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。郵政改革も郵便局の改革だけではなく、郵貯を始めとして、財投、政
府系金融機関、民間金融機関、行政改革、財政改革、役人改革、特殊法人、すべて含
んでいるから、私は構造改革の本丸だと言っている。全部財務省は言わなかった。 

（塩川議員） それは権限の問題もある。 
（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。 

（塩川議員） 予算と税制で言うべきことを言っていく。 
（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欲しい。私も言います。 
（塩川議員） 引き続き指導していく。 
（小泉議長） 財務省が言えないことを現にやっている。自民党が言っていることに反対

してやっている。嫌々だけれども、自民党はついてきている。自民党を変えるために
やっている。本格的にやるので、その辺、整合的にやっていただきたい。 

（竹中議員） ありがとうございました。総理がメルマガに書かれているが、総理として
方針をお出しになると伺っている。その方針を受けて、今日の議論を踏まえ、この緊
急対応を 10 月に更に煮詰めていく。 
次回は、政策金融と併せて民間の金融機関の議論、中小企業金融も議論する。また、

中小企業のセーフティネットでは、平沼大臣から御意見があれば、そのときまでにお
まとめいただきたい。日銀も難しいだろうがよろしくお願いしたい。 
本日は、ありがとうございました。 

                                   （以 上） 


