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（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年９月 20 日（金）16:31～18:31 

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  片山 虎之助 総務大臣 

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 

臨時議員 柳澤 伯夫  金融担当大臣 

同  石原 伸晃  行政改革・規制改革担当大臣 

 

宮内 義彦  総合規制改革会議議長 

  石 弘光  税制調査会会長 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)今後の経済動向等について 

(2)規制改革について 

(3)税制改革について 

(4)金融システム改革（政策金融、中小企業金融）について 

(5)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○経済動向分析・検討チーム結果とりまとめ 

○今後の経済動向について（見通し） 

○ 近の経済金融情勢について（有識者議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 14 年第 27 回）
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○新規市場・雇用を創出する規制改革（宮内 総合規制改革会議議長 提出資料） 

○規制改革の早期実現、前倒し等に係る措置状況について（石原臨時議員提出資料） 

○規制改革について（有識者議員提出資料） 

○「あるべき税制」の実現に向けた議論の中間整理（石 政府税制調査会会長 提出資料） 

○税制改革のあり方（規模・骨格）について（有識者議員提出資料） 

○政策金融の抜本的改革に関する基本方針（案）（有識者議員提出資料） 

○中小企業金融について（平沼議員提出資料） 

○政策金融改革の基本的考え方について（平沼議員提出資料） 

○政策金融機関の改革について（石原臨時議員提出資料） 

○政策金融改革について（塩川議員提出資料）  

○平成 15 年度一般会計概算要求額について（塩川議員提出資料） 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  それでは、ただいまから今年27回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、議事について説明いたします。御承知のように、今月９月

は総理の外遊日程等、大変立て込んでおりまして２回しか諮問会議が開けないこ

とになっております。そういう事情もありまして、今日は大変予定は窮屈なんで

すが、４つの議題を２時間で議論しなければなりません。第１は今後のマクロ的

な経済動向の話、第２が規制改革、第３が税制改革、第４が政策金融、中小企業

金融を中心とした金融システム改革でございます。時間がいつも以上にタイトで

ありますので、よろしく御協力をお願い申し上げます。 

   なお、本日の審議に関しましては柳沢大臣、石原大臣に臨時議員として御出席

をいただいております。また、宮内総合規制改革会議議長及び石政府税調の会長

にもお越しいただいております。 

 

○今後の経済動向等について 

   それでは、 初のテーマであります今後の経済動向等について、私の方から簡

単に御説明をさせていただきます。資料の１－１、１－２を使わせていただきま

す。 

   資料１－１でありますが、これは何をやっているかといいますと、去年の８月

から民間の経済専門家、エコノミストをネットワークしまして経済動向の分析検

討チームというのをつくっております。民間を代表するマーケットウォッチャー

80名がリストアップされているんですが、そういう人たちを中心に今回、特に18

名の専門家にお願いしまして、今の経済をどう見ているのか。今後どのように見

ているのかというようなヒアリングアンケート調査を行いました。簡単に結果だ
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け御説明しますので、１－１の一番 後のページの参考という表をごらんいただ

きたいと思います。  

   一番上に棒グラフがありますが、黒いのは「景気は、いつ底入れしたとお考え

ですか」と尋ねましたところ、18人のうち５名が昨年の第４・四半期だというふ

うに答えました。13名が今年の第１・四半期だというふうに答えています。おお

むね我々の見方と一致していて、数が多いという意味では今年の第１・四半期ぐ

らいに底入れしたというふうな見方をしているのではないかと思います。 

   真ん中のグラフでありますが、「仮に、近い将来景気が山を迎えるとしたら、

それはいつ頃とお考えですか」というふうに聞きましたところ、意見がかなり分

かれました。今年の第３・四半期、今の時期でありますけれども、ここが景気の

山だと答える人もいるわけでありまして、それが随分ばらついております。しか

し、一番多いところで言いますと来年の第３・四半期、来年の７－９月ぐらいが

山だろうというのがこの中では一番多い。これは大変見通しが難しいのでありま

すが、今ごろから来年の夏、秋ぐらいの間のどこかに山がくるかというふうにマ

ーケットの多くは見ているということなのではないかと思います。下が「今後の

成長率をどのように見通しますか」というふうに聞いております。下の棒グラフ

でごらんいただきたいと思いますが、これまた幅がありまして、今年度、2002年

に一番悲観的な人はマイナス0.5％、一番楽観的な人はプラス0.7％の成長、平均

値を取りますと0.2％という数字になります。当初の政府経済見通しはゼロであり

ますから、そんなに大きくは違わない。2003年度についてもばらつきがありまし

て、悲観的な人はマイナス0.5％、楽観的な人はプラス1.6％、平均値を取ります

とプラス0.6％、これは改革と展望の内閣府試算のシナリオとちょうど一致をして

おります。 

   これがマーケットの見方ということでありますが、資料１－２で、それではど

のような現状になっているかということの要約をしております。月例の報告等で

も行っておりますので、簡単にごらんいただくために２ページ目をごらんいただ

きたいと思います。２．の14年度経済については下方リスクはあるものの、年度

後半には民需中心の回復に向けて緩やかに動き出すという政府経済見通し、昨年

の12月に閣議了解をしたもので、想定した姿におおむね沿ったものとなると見込

まれる。成長率はほぼ横ばいの見込み。他方、デフレ経済は円高の影響等もあり、

14年度中も継続するものと考えられる。総じて言いますと、実物経済はまあまあ

予想どおりなんだけれども、デフレ、物価の下落の方はなかなか少し厳しいかな

というところでございます。 

   次のページに別紙とございますけれども、これは内閣府が今回14年度の経済動

向につきまして試算を新たに行ったものです。右側の細いところに昨年決定しま

した14年度の政府経済見通し、0.0 ％見通しがあります。今回試算しましたとこ

ろ、国内の総生産の伸びは0.2％ということになりました。結果的には、先ほどの

民間のアンケート調査の平均値とちょうど一致したということになります。 

   中身を若干見ていただきますと、個人消費は想定されたより少しよいというこ
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とになります。しかし、民間設備投資は想定されていたより少し悪いということ

になります。公的固定資本形成は想定されていたより悪いということになります。

これは、地方単独事業等々が予想よりも減っているということがありそうであり

ます。鉱工業生産は予想されていたよりもよいという姿で、もちろんまだら模様

でありますが、おおむね想定された姿になっているということではないかと思い

ます。 

   １ページ戻っていただきまして３．の15年度経済についてであります。この15

年度経済につきましては、今後政府としての経済見通しを年末にかけて策定して

いくことになりますけれども、現状では例年以上に為替や原油価格等の前提条件

についての不確実性が高く、２つのケースが考えられると思います。デフレにつ

いては、いずれのケースにおいても厳しいということではないかと思います。 

   ケース１というのは、下方リスクが顕在化しないで15年度経済全体としては緩

やかな回復過程をたどり、「改革と展望」で示されたシナリオに沿った動きにな

る場合。ケース２というのは、金融資本市場や米国経済の動向等の下方リスクが

顕在化して悪影響が波及する場合には、この15年度の経済は「改革と展望」で示

された姿の実現が困難になるような場合です。こうしたことを想定しながら経済

を運営していかなければいけない状況であろうかと思います。 

   この経済動向につきまして、速見総裁の方から御報告がございます。 

（速水議員） それでは、金融政策決定会合が開かれまして、一言だけ金融経済情勢

と金融政策について申し上げまして、その後、お手元にあります民間銀行の保有

株の削減の方針につきまして説明をさせていただきます。簡単にやらせていただ

きます。 

   経済金融情勢につきましては、景気は全体としてほぼ下げ止まっている。輸出

や生産は増加している。潤沢な資金供給の下で、流動性の面での安心感は市場に

浸透してきている。先行きについては、海外経済の緩やかな回復が持続する中で

下げ止まりが次第に明確になっていく。ただし、海外株価の動向、ＩＴ関連需要

の先行き、国際政治情勢などを背景に、輸出を中心に先行きへの不透明感が強い。

こうした下で国内株価は海外と同様、不安定な地合いを示している。 

   株価の下落は企業、家計の支出行動に影響を及ぼし得るだけではなくて、金融

市場や金融システムを不安定化させる可能性があるため注意が必要であるという

ことで、政策としては18日の会合で現在の思い切った金融緩和を継続することが

決定されました。日銀当座預金残高目標は10兆から15兆円程度、金融市場が不安

定な動きとなるおそれがある場合には、これまで同様、一層潤沢な資金供給を行

う方針であるということであります。 

   もう一つ、同日の政策委員会におきまして、「金融システムの安定に向けた日

本銀行の新たな取り組み」というステートメントを発表いたしました。お手元に

お配りしてあると思いますが、要点はそこに丸を付けて４つのことが書かれてお

りますので、ステートメントと合わせてごらんいただきたいと思います。こうい

うことでございます。これを簡単に御説明させていただきます。 
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   「金融システムの安定に向けた日本銀行の新たな取り組み」として発表しまし

たステートメントの背景は、１つは不良債権問題の早期克服が極めて重要な課題

となっている一方で、金融機関のストックとしての体力がこれまでの不良債権処

理の結果、相当低下してきているということ。 

   ２つ目には、 近株価が大きな変動を示していて、個別の金融機関経営や金融

システム全体への信認改善を大きく妨げていること、すなわち自己資本に比べて

過大な価格変動リスクが 重要課題である不良債権問題への取り組みを積極化さ

せるに当たって大きな障害となっていること。 

   ３つ目には、こうした中で政府においても金融システム問題への新たな対応方

針を策定する方向とされていること。日本銀行としましては、まずは金融機関の

保有株式削減努力を更に促すための新しい施策の導入について、具体的なスキー

ムや日本銀行の財務の健全性をどのように確保していくかといった点については

財務省、金融庁とも相談しながら、できるだけ早期に成案を得るよう努めてまい

りたいと考えております。 

   なお、新しい施策はあくまでも金融システムの信認向上のためのものでありま

して、市場での株価の下支えや資金供給手段として流動性を供給するといった目

的は全く考えておりません。もとより金融機関の抱える 大の問題は不良債権問

題であります。日本銀行としましては、今般の新たな施策の検討と合わせて不良

債権問題についての基本的な考え方を改めて整理中でありまして、近いうちに公

表いたしますとともに、今後とも金融システムの安定に向けて中央銀行として

大限の貢献を果たしていく方針であります。 

   私どもの対応は以上のようなことでございますが、政府におかれましては不良

債権処理の加速など、金融システム安定のための措置につきまして一層の御尽力

をいただくよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（塩川議員） ちょっとお聞きしたいんですが、今度の見通しで名目は経済成長にな

っていますね。ところが、実質は下がっている。このギャップはどういう具合に

説明されますか。 

（竹中議員） 逆で、実質はよくなっているんですが、名目はということですね。御

指摘のとおり、ＧＤＰのデフレーターが下がっている。つまり、デフレがやはり

まだ深刻なままで、デフレの解消に向けた努力というのがまだ更に求められてい

るということになるのだと思います。したがって、デフレをどうするかというの

はかねてから議論がありますが、１つには金融仲介機能をしっかりと持ってもら

ってマネーサプライが増えるような状況をつくる話は日本銀行にも必要な範囲で

努力をしていただくということが求められるかと思います。 

   それで、恐らくそれに関連した御報告が今、吉川議員からあると思いますので。 

（塩川議員） そうですか。今日のお昼に急に聞かれて私は答弁に困ってしまって、

聞いておきますと言っておいたんです。 

（竹中議員） では、その視点も踏まえてこのペーパーの御説明をいただきます。 
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（吉川議員） お手元の資料１－３をごらんください。塩川大臣の突然の御下問は一

番 後にお答えさせていただくとして、資料１－３で「 近の経済・金融情勢に

ついて」、先ほど竹中大臣からの御報告、速水総裁のお話にもありましたとおり、

日本経済は実体面では回復過程にある。しかしながら、目先に不確実性が高まっ

ていて問題あり。こうした中で我々民間議員は何回も申し上げているわけですが、

政策上の４つの柱、金融システムの改革、税制の改革、規制改革、歳出の改革、

この４つの柱を政府としていつもバランスよく見ていただいてきちんと進めてい

ただきたいということであります。 

   とりわけ金融システムが問題なのでありますが、先ほど速水総裁からもお話が

ありましたが、我々はこれは大きな問題であると考えております。小泉総理が先

般、日米首脳会談の際におっしゃったように、不良債権処理の問題を加速化する

必要がある。こう私どもも考えております。マクロ経済の実態面というのは必ず

しも悪くないわけですから、今こそがこの問題を抜本的に解決する、むしろ好機、

チャンスなんだと考えております。 

   しかしながら、これまでの政府の取り組みというのは、ややもすれば全体とし

ての方向性が必ずしも明確ではない。わかりにくい。場合によってはパッチワー

ク的であるといったような批判もございます。総じてこの問題に関する議論とい

うのは、金融危機は起こしてはならない。しかし、今は金融危機ではない。こう

いう形で議論がなされてきたと思います。 

   金融危機を起こしてはいけない。これは当然のことであって、政府として責任

を持って金融危機を起こさないよう金融庁あるいは日本銀行が努力されている。

これは当然のことでありますが、それだけでは十分でないと私たちは考えており

ます。危機というのは人間に例えますと危篤状態といったようなことだと思いま

すが、医者が患者を見るときに危篤か危篤でないかということだけをいつも言っ

ていたら、これで事が足りるかというと明らかに不十分ではないか。それだけで

は十分ではない。現在の日本の問題というのは、やはり日本の金融システムには

大きな問題がある。病気であるということを正面から見据えて、きちんとした政

策をとっていく必要があると考えております。  

   その場合、不良債権の処理を抜本的に進めるに当たっては部分的な政策を個別

に行うのではなくて包括的にやる必要がある。お手元の紙にもあるとおり、資産

査定の厳格化、不良債権処理の加速、自己資本の充実、あるいは金融機関のガバ

ナンスが機能するような体制の整備、それから産業の再生、こういうことを包括

的にやる必要がある。金融機関の体力に合わせた対症療法的な政策ではなくて、

今こそ政府、日銀が一体となって抜本的な政策を進める必要があるというのが私

たちの考えです。 

   一昨日の日本銀行の発表は先ほど総裁から御説明がありましたが、私たちはこ

うした問題の解決に向けての建設的な第一歩だと考えて評価しております。これ

は世界の金融の歴史に残るような一つのステップなのだと思います。前人未到と

いいますか、そうした意味で非常に果断な決定だったと思います。日本銀行の方
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がそういうことをやったわけですから、言ってみればボールは政府の方に投げら

れたのであり、政府の方としてもきちんとしたことを進めていく必要があるとい

うのが私たちの考え方であります。 

   以上が資料１－３の説明でありますが、 後に先ほど財務大臣からお話があり

ましたが、経済の実態面、物づくりの方では少し登り坂なんですが、何と言って

も物価が下がっているために物に値段をかけた名目の方のＧＤＰの方は残念なが

ら下がっております。つまり、物価が下げ止まらないということです。このデフ

レーションの即効薬はないのですが、経済の実態面を強くするというのが物価の

下げを止める面でももちろん基本になります。為替レートの動向も重要です。円

高はデフレを加速する。現状では円安が、デフレを止めるという意味では早い効

き目があるということです。即効薬がない中で日本経済の足腰を強くしなければ

いけない。そのためにも今お話ししたとおり、政策の４本の柱をきちんとやる。

今日、規制の改革、税のお話があるわけですけれども、金融システムの安定に向

けてもより一段とした政策を考えていただきたい。 

（本間議員） 補足的に今の点についてお話をさせていただきたいと思います。 

   私も今回の日銀の決断、この金融状況に対して極めて適切に、タイムリーにこ

のような決断をしていただいたことには極めて高く評価をいたしております。た

だ、その手法に関しては、恐らく今後もマーケットあるいはエコノミストから、

あるいは内外からもいろいろ論点が出てくると思います。しかし、いずれにしま

しても日銀がこのような危機認識の下で行っていただいたことに対して、政府全

体がそれをどういう形で協力し、一体としてこの問題に対処していくかというこ

とは非常に重要な問題であろうと思います。  

その上で、私は、吉川議員の中にもございましたとおり、金融システムの危機

というものが金融機関の経営の危機、あるいはその反対としての安定性というこ

とだけに問題が少し矮小化されているのではないか、ということを指摘をいたし

たいと思います。金融システムの改革というのは、資金市場においてきちんとし

た資源配分機能を持っているかどうかということが非常に重要なポイントであり

まして、その意味では今回のこの日銀の対応も金融機関の株価の変動に伴うフラ

ジャイルな問題をこれに対して部分的に対応したということにとどまっているの

だろうと思います。 

   今後、いかにリスクがとれ、かつ生産性のひずみを直していくような金融体制

に持っていくかということになりますと、現在これはゼロ金利というような形で

これまた日銀に御苦労をいただいておるわけですが、本来的には金利が作用する

ような状況に早く持っていくということが重要なポイントでございます。この辺

のところがなかなか不良債権の存在のためにうまくいかないことが、まさに人為

的、裁量的な金融の配分というものの比率を高めているということも事実でござ

います。分配面では家計部門から金融部門に対して巨大な移転が行われている。

そして、そのことが家計部門の消費を抑制しているというようなことも現実化を

しておるわけでありまして、是非踏み込んだ形での金融の効率性の問題について
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積極的、果敢に動いていくことが必要であろうと思います。 

   実はその裏返しで、マネーサプライの問題がございます。金利がなかなか機能

しないがゆえに、日銀が一生懸命マネーサプライを増やそうといたしましても、

マネータリーベースとマネーサプライの関係に全く因果関係がないというような

ことが長く続いておりまして、これがデフレの実はマネータリーサイドからの原

因になっている。これまた金融機能の大きなテーマになると思います。マネータ

リーベースとマネーサプライの関係というものを復元していくためにも、是非積

極的な対応というものが必要であろうと思います。 

   それから、この問題は更に公と民との金融の関係に著しくバイアスをもたらし、

この10年間公的金融が非常にシェアを増しています。この問題は景気対策とか、

あるいは中小企業対策という形で正当化されてきましたが、市場機構に逆行する

ような状況を生み出しているというジレンマをどういう具合に克服をしていくか

ということが、これまた重要なポイントであろうと思います。 

   後に、金融システムの安定性と金融機関の安定性が同義ではないということ

を申し上げました背景には、金融産業というものの収益率が非常に低いという問

題があります。これがなかなか不良債権の処理も進まない大きな原因でございま

して、本質的にはオーバーバンキングが問題です。この問題全体をどのように見

ていくかが今後大きな検討課題になるのではないかということであります。以上

です。 

（竹中議員） 大変申し訳ありません。恐らくものすごくいろいろな御意見があろう

かと思うのですが、時間の関係もございまして、後で規制、税制、金融と改めて

議論をしますので、その場で是非とも御反論等々、十分時間を取るようにいたし

ますので、そのような形で先に今の段階では進めさせていただきたいと思います。 

 

○規制改革について 

（竹中議員） 規制の改革については今日は宮内議長に来ていただいておりますので、

御説明をお願いします。 

（宮内総合規制改革会議議長） 総合規制改革会議の議長をしております宮内でござ

います。お手元の資料２と２－１、それからその少し下に分厚い中間取りまとめ

というものがございますので、これをお手元でごらんいただければありがたいと

思います。 

   本年度の総合規制改革会議では、経済活性化に資するということを目的といた

しまして、５つの横断的テーマを取り上げまして、この分厚い本でございますが、

中間取りまとめといたしまして７月23日に総理にも報告させていただきました。

現在はこの中間取りまとめを更に深く掘り下げ、新たなテーマを議論に加えて、

年末に第２次答申をまとめさせていただくという予定でございます。 

   いわゆるテーマでございます経済の活性化ということを考えてみますと、経済

の活性化の中心はやはり企業活動そのものの活発化ということがない限り、経済

全体は活性化しない。すなわち、企業活動は収益を生み付加価値を生む。これに
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よって初めて経済が拡大すると思います。したがいまして、この企業活動のでき

る場を大きくするというのが一つのテーマでございます。もう一つは企業活動が

十分できる市場づくり、競争環境の整備、こういうところが経済活性化の一番の

中心的なテーマではなかろうかということで、その辺を中心にまとめさせていた

だきましたのが、今後やろうとしていることの主なテーマでございます。資料２

－１でございます。これについて御説明をさせていただきたいと思います。 

   も重要と考えておりますのは官製市場と言われております、いわゆる国、地

方自治体、特殊法人等々、非営利団体が独占している市場、これを本来の健全な

市場経済に持っていく。こういうことによりまして、新たなビジネスと多くの雇

用が生まれるということが考えられます。具体的には１ページにございますよう

に、次の３つの点を目玉として早急に実現していくということが重要ではないか

と思います。 

   １つ目は、医療、福祉、教育、農業分野における株式会社の参入の解禁でござ

います。これは昨年の11月、私がこの会議に出席いたしまして総理からも規制改

革の目玉にできるという御発言もございましたが、実はその後、進んでいないと

いう状況でございます。したがいまして、これらの点につきまして規制改革の象

徴として、例えば国会でこの分野の法改正を行う。これをできるだけ早く行うこ

とが必要なのではなかろうかと思います。 

   ２つ目は、公的サービスの民間開放でございます。アウトソーシング、ＰＦＩ

などの使用によりまして、国や自治体が独占している業務を可能な限り民間に移

管する。中間取りまとめでは、国と地方自治体の64の事業を掲げました。それに

つきましては、中間取りまとめの22ページにございます。特にハローワークの民

営化、あるいは公的医療保険への民間参入、すなわち混合診療の解禁などにつき

ましては大変ニーズの高いものだと認識しております。 

   ３番目が市場競争の徹底のための市場監視機構の整備、いわゆる競争政策の問

題でございます。競争政策の中核でございます公正取引委員会につきましては、

来年度から内閣府に移行するという考えが当会議でも示されておりますが、これ

は単なる移行だけでなく委員の構成、意思決定プロセス、執行体制など、抜本的

に見直す必要があろうかと思います。また、これを補完する市場ごとの専門的な

競争監視機関、例えば金融証券分野における日本版のＳＥＣ、通信分野における

日本版のＦＣＣといったようなものの実現に向けた検討を早急に行いまして、い

わゆる恣意的な行政ではないルールにのっとった市場競争というものが徹底され

るということが必要でございます。また、金融、流通などの幅広い事業を営み、

いわゆる農業関連サービス市場を独占しております農協につきましても独禁法上

の適用をより厳格に行う。こういう改革が必要ではないかと考えております。 

   次のページをごらんいただきまして、現在話題になっております特区でござい

ます。この規制改革の突破口といたしまして、構造改革特区制度を構築する。こ

れをうまく活用していくということが必要でございまして、既に特区推進室が内

閣官房につくられて大変御努力いただいているという状況でございます。この特
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区制度推進の 大のポイントは、地方自治体から提案のございましたすべての規

制改革事項につきまして、これを特区でやるのか、あるいは全国規模でやるのか

といった二者択一の選択を関係省庁に迫るといいますか、決めていただくという

ことではないかと思います。この規制は特区ではなくて、むしろ全国一律に進め

るべきだという説明がたくさんなされることが予想されますが、そういう場合は、

例えばそれならば２年以内に全国一律に行うというふうに実施時期とか措置内容

を明示、約束させるということが必要でございますし、またそういうことができ

ない場合は直ちに特区で行うというようなことをすべきではなかろうかと思いま

す。 

   この特区あるいは全国で、この中で重要な早急に実現していただきたいものと

して例示でございますが、２ページの下に10項目を挙げさせていただきました。

先ほどの医療、福祉、教育、農業分野への株式会社参入、あるいは64事業の民間

開放等を含めまして、この特区の推進につきましては関係省庁に対しまして、こ

の実現方につきまして明確な御指示を出していただければ非常にありがたいと思

うわけでございます。 

   後のページでございますが、総合規制改革会議ではこれらハードコアの項目

だけでなく手続の簡素化あるいは制度の解釈の明確化など、例えば経団連とか

個々の企業から要望されております、非常に小さいけれども重要なビジネスニー

ズに対しましてきめ細かく対応していきたいと思います。そういうきめ細かいニ

ーズへの対応と、それから今、論じましたようなハードコアといいますか、制度

そのものというようなものの改革が両輪となりまして、本当の意味の経済活性化

が実現するものと確信しております。 

   ３ページの表をごらんいただきますと、規制改革会議と当会議との間に相当重

複しておりますテーマが取り上げられております。したがいまして、これを連携

強化することによりましてその効果も非常に大きいのではないかと思います。マ

クロ政策を決定する諮問会議から具体的なテーマを我々がいただき、規制改革会

議で関係各省庁とのミクロ折衝を行う。これをまた諮問会議のマクロ政策にフィ

ードバックしていく。こういうような両会議の特徴を生かした連携、キャッチボ

ールといいますか、これを頻繁に行うことよりまして大きな効果が期待できると

も考えられるわけでございます。 

   これまで規制改革を推進しておりました中で一言申し上げたい点は、規制改革

会議でいろいろなテーマを各省庁と折衝いたしますけれども、結局、各省庁から

この規制改革は進められないという反論が出た場合には、言うならば打ち合いと

いいますか、言い合いになって一歩も動かないという状況で、大きなものがなか

なか動かないということでございます。今の本の69ページ以下をごらんいただき

ます。このピンクのページ以下でございますけれども、これはこの中間取りまと

めに対しまして、各省庁からそれはできないという反論を頂戴した部分のごく一

部をまとめさせていただいたものでございます。こういうことで、打ちかけにな

って止まってしまうということが私ども規制改革会議の限界といいますか、これ
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までそういうことで骨太のものになかなか触れられなかったということの原因で

ございます。 

   こうした壁を突き破っていくには、今の推進の仕組み自体を根本的に見直す必

要があるのではないか。そういうところにまできているのではないかという感じ

も持っております。その点につきましては本質的な問題でございますので、もし

可能でございましたらまた機会を改めまして整理して御検討いただくような機会

も持たせていただければと思ったりしております。とりあえず、私からの発言は

以上でございます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。石原大臣、よろしくお願いします。 

（石原臨時議員） 私からは、今日の閣僚懇でも御報告いたしました資料２－２でご

ざいますが、読んでいただければわかると思いますので省略させていただきたい

んですが、日本経済団体連合会から５月にすぐにやってくれと言われた114項目の

うち50項目をすぐ規制改革することができました。その中で、先日塩川大臣の方

から電波法に関連して云々というお話が９月の前半にありました。これも片山大

臣のリーダーシップで無事うまくできました。 

   １つ面白い例を今日は持ってきました。これはスイカ、ＪＲのカードなんです

けれども、これはこれまでは各無線局を駅ごとに、実は改札口を一つ一つ申請し

ないと許可が出なかったんですけれども、この９月からは非接触型ＩＣカードの

無線局の開設に関して手続を簡素化したことによってこれが一挙にばっと広がり

ました。残念なことに一局一局やらなければいけないときにもスーパーマーケッ

トのａｍｐｍは全国1,200、自分のマーケットを無線局で申請してエディーカード

というのをつくって、そこはキャッシュレスで物が売買できるようになっており

ます。 

   この中なんですけれども、こんな薄いカードが入っていてぺらぺらなんです。

これは耐用年数７年と言うんですけれども、実は何年でももつんです。ぼきっと

折らない限り平気です。では、どこの国が一番先にこれを入れたか調べたら香港

なんです。次がシンガポールです。ここでもう3,000万枚ぐらいこれが出ていて、

実はこの中身はメード・イン・ジャパン、97％ソニー製なのに残念ながら規制が

あって日本で使えなかった。これはいい例で、クレジットカードも使えますから

キャッシュが要らない大変便利なものです。ＪＲだとこれは1,500 円ですが、ａ

ｍｐｍだと300円で売っています。 

（竹中議員） それでは、奥田議員お願いします。 

（奥田議員） 資料は２－３でございます。我々は宮内会長から御報告をいただいた

わけでございますが、規制改革の重要性と、それにもかかわらずこの規制改革に

対する抵抗が依然として強い。こういうことについてのいら立ちは民間議員すべ

て共有しておりまして、規制改革についてもより早く、より大きく、またよりわ

かりやすく進めるということが重要だと思っております。 

   それで、宮内会長とも重複していますので、簡単に申し上げます。何より重要

なことは、規制改革は経済活性化に不可欠であるということから、総合規制改革
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会議とこの諮問会議が密接に連携をとって規制改革を進めるべきであるというこ

とでございます。こうした観点から、今後は節目節目に宮内会長からの御報告を

いただきながら、諮問会議でも定期的にこの規制改革の集中討議を行う必要があ

ると考えております。総合規制改革会議では12月までに答申をまとめるというこ

とでございますが、その前に宮内会長においでいただいて途中経過を御報告いた

だいてはどうか。そうすれば、諮問会議としても積極的な応援体制がとれるとい

うことだと思います。 

   中身について申し上げれば、特区については通則法の形式による法律の枠組み

を整備するとともに、申請があった規制を特区の対象にするのか、それとも全国

一律で実現させるのか。これは早目に各省庁に意見表明をしていただくというこ

とは重要だと思います。 

   また、医療、福祉、教育、農業、こういった官製市場の民間開放を進めること

は、公共事業が減少する中で地域の新たな雇用を創出するということがございま

すので、非常に重要だと考えております。したがって、こういった重要課題につ

きましては10月末に各府省からの集中ヒアリングというのがあるそうでございま

すが、この対象に加えるべきではないかと考えております。 

   いずれにしろ、総合規制改革会議の運営に非常に御苦労なさっているというこ

とも我々は聞いておりますので、エールを送るわけではございませんが、諮問会

議でも一生懸命にサポートしたいと思いますので、是非宮内さんには頑張ってい

ただきたいと思っております。 

（竹中議員） それでは、規制改革につきましてどうぞ御自由に御発言をいただきた

いと思います。 

（牛尾議員） この規制改革というのが、特に特区というのは非常に地方からの反応

が強くて、既に報告があったように約490も出たんですが、実際にそういうものが

あったのかということが各地方、各民間企業まで範囲が及ぶ場合、この前も申し

ましたように、もう一度３月末ぐらいに第２次募集をしたい。 

   それから、現在の21世紀型の経済活性化というのは、ともすれば大都市集中型

の経済活性化になりやすいので、この特区こそ地方の活性化に も有効なもので

ある。各地区が１つずつ特区的なものを持って、個性的な均衡ある発展ではなく

て個性的な活性化プログラムを持つということにおいては大変大事なので、地方

に特区というものを指導していくような形を行政の中でも考えていただく方法が、

いわゆるコミュニケーションなりが伝わっているところは非常に反応が早いんで

すが、今度はこれから始めるところが次に出てくるので、この辺の相談体制みた

いなものが非常に大事で、これをやることによって地方の活性化が始まるという

ことを強調しておきたいと思います。以上です。 

（平沼議員） 規制改革というのは新たな市場や雇用を創出して、我が国経済の活性

化にとって非常に大きく貢献するものだと思っています。ですから、我々として

は非常に重要な課題だと思って取り組んでおります。 

   それで、私どもとしては電力、ガス、先ほどもちょっとお話がありましたけれ
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ども、競争環境の整備など、引き続き聖域なき規制の見直しを行っていきたいと

思っています。 

   また、宮内議長から官製市場の民間開放、これは民間主導の経済発展を実現し

ていく上で も重要な課題だと認識しております。そしてまた、構造改革特区と

いうのは規制改革の突破口となるので、私どもとしては今、特区の中で当省関係

の規制の問題に関しては原則満額回答でやらせていただいていますので、そうい

うことで積極的にやっていきたいと思っていますし、総合規制改革会議と連携を

して政府を挙げて抜本的な規制改革にスピードアップで取り組んでいくことが必

要だと、このように思っています。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

   今日、具体的に提案がこの部分にありましたのは今、奥田会長から節目節目で

宮内会長に定期的にこの場に来ていただいてその連携を深める。要するに、実効

を持たせるためにそういう体制をとってはどうか。具体的な一つの例として、い

わゆる大臣イニシアチブが10月の末ぐらいに追加分について予定されております

が、その際にこの規制改革の重要項目、特にいわゆる民間株式会社の形態におけ

る参入の問題、アウトソーシングの問題等々をそれに加えるべきではないかとい

うことが提案としてありました。更に、その相談体制についての御提案がありま

した。その節目節目で定期的に来ていただいて大臣イニシアチブでやるというこ

とに関しましては、是非ともその方向で御異論がなければ進めたいと考えます。 

   また、相談体制については今、内閣府の島田晴雄特命顧問には部分的にやって

いただいているんですが、果たしてそれで十分かという問題もありますので、こ

れは少し私の方でまた副本部長であります官房長官と石原大臣とも相談させてい

ただきまして、どのようにするか案を諮りたいと思います。 

   官製市場は今、平沼委員が言われた問題につきましてもこの集中ヒアリングの

重要なテーマに加えたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

   時間が短くて大変申し訳ありませんでしたが、宮内議長どうもありがとうござ

いました。 

 

○税制改革について 

（竹中議員） それでは、次の税制改革のテーマに移らせていただきます。石会長か

ら御報告をお願いすることになっております。 

（石税制調査会会長） それでは手短に、現在政府税調でどのような審議が行われ、

今後税制改革をどういうふうに進めていくかということにつきまして、我々の考

えを述べさせていただきます。資料は３－１以下、冊子がございます。これを使

いつつ、簡単に御説明いたします。 

   前回、５月30日にここで御説明をしたときには、あるべき税制の方針に向けた

基本方針というものをその後、６月の中旬に出すということを前広に申し上げま

した。その基本方針をベースにして対話集会というものを行い、そしてこの一番

上に載っております３－１とございます中間整理というものをまとめたわけでご
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ざいます。 

   それと同時に、６月の初めに小泉首相より、来年の税制改革に関して特に議論

を早めてくれという御指示、５項目がございました。これを我々は来年の税制改

革の短期的な先にやるべきことと考えまして、それも踏まえて対話集会もやり、

そしてこの中間整理をしたというストーリーになっております。この中間整理を

今日、本来御報告すべきところでございますが、前の基本方針との関係は３－１

の資料の 後に大判の折った紙がございます。これに即しまして、我々のやって

いることが鳥瞰図的になっておりますのでごらんいただきたいと思っております。 

 ここに、あるべき税制の基本方針がざっと整理してございます。この中で基本

的な考え方はごらんいただければわかると思いますが、真ん中の囲みの中に下線

が引いた部分がございます。これが小泉首相よりいただきました首相指示の５項

目でございまして、これは増税、減税両方混じり合ったスキームになっておりま

す。そこで、所得税関係では配偶者特別控除、特定扶養控除を見合わせるという

こと、それから法人関係では外形の問題と、言うならば研究開発投資あるいは設

備投資等について減税をしてはどうかという話ですね。それから、消費税につき

ましては来るべき将来、税率の引上げありということならば、当然のこと納税者

の信頼を勝ち得るべく、俗に言われます益税と言われるものを解消しておくのが

一番いいであろうという意味で、免税点制度と簡易課税制度を見直そうというこ

と。それから、しばしば言われております生前贈与を円滑化するためには、やは

り今、切り離されております相続税、贈与税を一体化いたしませんと課税の公平

とか中立ということが実現いたしませんので、それに即した一体化措置を入れま

しょう。それと同時に、今あります相続税そのものの 高税率の引上げあるいは

基礎控除引下げ、つまり課税ベースを広くするということですね。そういうこと

を考えております。具体的な御質問がありましたらお答えいたしたいと思います。 

   そういうわけで、この５つの項目につきまして対話集会でさまざまな議論を重

ねてきまして、今日の冊子の後半の方にかなり大部のものがございます。これは

第２ラウンドでございまして、第１ラウンドの第１回目から第６回目は３、４、

５月と６回各地で開催いたしまして、それを受けて実はあるべき税制の基本方針

をつくったわけです。その中身ができたものですから、その基本方針を国民的な

議論にくっ付けようという形で７回目から11回目まで計５回開催いたしました。

833人の参加者がございました。これにつきましていろいろなアンケートをいたし

ました結果が出ておりますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 

   そこで、今、言った来年度の税制改革だけを我々は議論しているわけではござ

いませんで、また元のペーパーに戻りますが、その後の課題とかその他の課題と

いうのはたくさん我々としては問題意識を持っております。いずれにいたしまし

ても10年、15年先のあるべき税制を考えますと、各税制について、これまでいう

なれば減税中心、景気対策を中心にした減税の結果、税の中にさまざまなひずみ

なり穴が空いてございますので、それを修復しないと恐らくというか、絶対に、

今後の少子高齢化あるいは借金漬けの国、地方の財政ということを前提といたし
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ますと、必要な税収が上がらないという形なので、それを修復したいと考えてお

ります。そういう意味で、やはり基幹税たる個人所得税と消費税の改革をしなけ

ればいけないと考え、かつ下の囲みに書いてございますように固定資産税以下、

土地税制、住宅税制、金融税制等々につきましてもこれから集中的に審議をした

いと考えております。  

後に、さはさりながら短期的な問題として今どういうことを議論しているか

ということに簡単に触れておきたいと思います。小泉首相にいただきました５項

目というのは、増税の部分と減税の部分がございます。それで、当初は個人的に

は私はこの増税、減税の組み合わせで単年度の税収中立でいいのかなと思ってお

りましたが、さはさりながら 近の経済情勢から先行税制という話も出てまいり

ました。と同時に、首相から直接に多年度税収中立という形でこのパッケージを

考えてくれという御指示も間接的にあったように聞いております。そういう意味

で、小泉５項目を中心にして、言うなれば多年度で先行減税をして、その後、税

の中でそれを補うというスタイルの方がいいと考えております。 

   ただ、減税の規模とか、あとの増税の組合せ等々、私はこれは政治的な決断の

問題であろうと考えておりまして、税調としては具体的にそれについてこうとい

うところまで議論はする気もございませんし、する能力もないと考えております。

ただ、社会保険負担が今2.5兆円増になるという意味から、先行減税の意味はあろ

うかと思っています。その規模なり組合せ等々、御指示をいただきましたら具体

的な制度設計をしたいと考えております。  

ただ、１つだけ是非念を押しておきたいのは、減税財源をしっかり明示的に具

体的な項目で埋めていただきたいということであります。先行減税の組合せもい

ろいろ問題があろうかと思いますが、その後の後年度の増収、増税に対して多年

度税収中立でありますから、当然のこと税制の中で処理しないとまずいので、そ

れは後ほど民間の議員の方の御提案があろうかと思ってまだ背景を細かく把握し

ておりませんが、そこが違う点になってこようかと思います。つまり、税の自然

増収に頼るとか、歳出の削減で減税財源を補えという、ある意味では不確実性の

高い税収ではあるいはこれは出てこないかもしれませんし、それではやはり多年

度税収中立の本来の姿勢は実現されないと思っています。 

   私どもは、長い目で見ると日本経済、あるいは日本経済社会の変化から見て増

収は避けられないと思っていますが、これはやはり増税と考えるときには小泉構

造改革の一環として税制の中であるべき姿から恐らく幾つかの負担増という仕組

みを考えていくべきだ。これが先行減税と一体化して多年度税収中立になってパ

ッケージができるということに関しましては景気回復の意味、あるいは財政の健

全化の意味に資すると考えておりますので、積極的に支持はいたしたいと思いま

す。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、吉川先生どうぞ。 

（吉川議員） お手元の資料３－２をごらんください。私ども民間議員４名で議論を

して、税制改革についての考え方をまとめたものです。「税制改革のあり方（規
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模・骨格）について」というものです。時間の関係もありますので、このペーパ

ー全体を詳しく御説明するというよりは、その要点と元になる考え方を御説明し

たいと思います。 

   この税については、中身の議論がないのに規模の議論をするというようなこと

はできないという考え方もあるようです。あるいは、ありました。しかし、我々

はそれはためにする議論であって正しくないと思います。どういうことかという

と、前にもこの会議でしましたが、財政は要するに歳出・予算、それから歳入、

国債発行額、この３つは全部自由に動かせるものではないわけです。３つのうち

２つを決めれば残りの１つは自動的に決まるということです。そのうち歳出・予

算については既に来年度、全体としては抑制ぎみに運営することが決まっていま

す。歳出の中身には何と言っても非効率な部分がある。したがって抑制ぎみに運

営する。これから12月まではできるだけ中身をよくしていくというのが課題とい

うことで既に決まっている。 

   残り２つがあるわけですけれども、残り２つを決めないということは財政の姿

を明らかにしないということであって、それでは困る。政府として当然残り１つ

を決めなければならない。歳出を抑制ぎみに運営する中で減税は余りやらない。

減税の規模を小さくするというのはいろいろな技術的な言葉が使われますけれど

も、要するに財政再建にはそれだけ近くなる。少なくとも目先は近くなるという

ことになるわけですけれども、我々は急がば回れということを以前にもお話しし

ました。 

   具体的には、一体どういうペースが基準となるべきなのか。やはりマクロ経済

の動きと歩調が取れるようなペースで、財政再建はやっていかなければいけない。

財政再建というのは非常に大切な目標ですけれども、経済の方がへたってしまっ

ては困る。経済の方は「改革と展望」で既に政府は一つの想定をしているわけで

あります。そこで描いたように日本経済が持続的な成長に戻っていくというのは

もちろん日本人にとって何よりも好ましいことでしょうし、御承知のとおり日本

経済というのは世界のＧＤＰの６分の１を占めているわけですから、世界全体の

ＧＤＰの６分の１を占めている経済がいつまでも低迷しているというのは世界全

体にとっても困るということで、世界じゅうの人たちが注目している。政府とし

て持続的な成長経路にできるだけ早く戻すということは当然重要な政策目標にな

るということです。 

   そこで、「改革と展望」で展望している日本経済の見通しですが、来年度につ

いては先ほど塩川大臣が言及されたデフレの問題というものがございます。なか

なか名目ＧＤＰの成長というものも、「改革と展望」で想定しているような経路

に戻るということは現状においては厳しい状況にある。そうした中で先ほどもお

話ししましたが、政府として歳出の方は抑えるということで歳出のカット、それ

から社会保障の負担増２兆5,000億円、これでＧＤＰに対しては１％以上の負荷を

与えることになります。 

   一方で、財政を通してこういう負荷を与えながら「改革と展望」で展望をして
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いる成長の経路に戻すためにはどういうことが必要か。やはり税を考えなければ

いけないわけで、減税の規模ということも当然言及しなければならない。我々の

ペーパーではいくつかのケースを論じている。先行減税ということはいろいろな

人が言っているわけですが、まず一時的な減税を先行して恒久的な増税を後で持

ってくるというケース、これだと経済の浮揚効果として全然だめだというのが別

紙の１に掲げてある図でもわかるわけです。 

   恒久減税と恒久的な増税を組み合わせる。これは政府では現在１兆円を超える

ぐらいの先行減税と言っているわけですが、１兆円の規模だとどうなるだろうか

というのがケース２として真ん中にあるわけです。ケース２はケース１よりは当

然いい。しかし、未だ不十分ということになるわけです。 

   ケース３が、ＧＤＰ比0.5％を超えるということで２兆5,000億を超えるような

減税のケースということであって、これでようやく何とか財政の社会保障負担増

と歳出カットという賦課を少し打ち消すということが可能なんじゃないか。我々

はこう考えております。減税の規模については財政再建のペースと合わせて政府

として 終的に総合的に判断されると思いますが、以上御説明したような情報を

十分に考えに入れていただく必要があるのではないかというのが我々の考えです。 

   次に、恒久減税の中身ですが、それについてはかねてよりの我々の主張通り法

人税率の引下げが必要だということを書いております。時間の関係で御説明いた

しませんが、お手元の資料にはなぜ法人税率の引下げが必要かということの説明

も添附してございます。法人税率の減税については強い企業だけを潤すのではな

いかという批判が一方であるわけですけれども、経済が長期的に低迷して一番困

るのは弱者です。逆に経済が持続的に成長することによって潤う人も弱者である。

従って、経済が持続的に成長する、そうした経路に戻すことが何よりも重要だと

いうのが我々の考えであり、そのために法人税率の下げというのが一つの有効な

手段であると思っております。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御議論をいただきたいと思います。 

（平沼議員） 今、民間議員の皆様方からの資料にもちゃんと述べられておりますけ

れども、今、株価が予想外に低迷をしています。それで、日銀も政策を打ってい

ただいたんですけれども、非常に低迷していることは事実です。それから、米国

経済への不信感などを考えれば、先ほど日本のＧＤＰは世界の６分の１だという

御指摘がありましたけれども、米国経済に左右されない自律反転に向けた抜本対

策というのは当然必要だと思っています。先ほど来御指摘がありましたように、

例えば医療保険の増加など、社会保障関係でも２兆円を超える国民の負担の増加

も予想されるわけです。こうした厳しい中で、やはり短期、中期、長期の経済運

営をにらんで、従来考えてきた規模よりも私は思い切った規模での先行減税は必

要だと思います。そういうことで、私は民間の議員の方々と考えを同じくするわ

けであります。 

   私としては従来この場でもずっと述べさせていただいておりますけれども、即

効性のある政策減税、具体的に申し上げますとアメリカのプロパテント政策の中
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で非常に効果が上がった研究開発、減税ですとかＩＴ投資減税など、私どもとし

ては思い切って１兆円を上回るぐらいの規模でやったらどうかと思っています。 

   加えて、企業の競争力強化や外国企業の投資促進などの観点から、法人税負担

の恒久的な軽減措置も必要であると思っておりまして、例えば地方も含めた法人

全体にかかる課税の軽減、こういったことも当然私は検討すべきだと思いますし、

また証券税制の思い切った簡素化など、こういったことも検討すべきだと思って

います。それで、対策の内容、それから何を恒久措置とするか、何を時限とすべ

きか、引き続き議論をして思い切った形でやるべきだと思います。 

（塩川議員） 吉川先生の話を聞いて私は１つ矛盾を感じますのは、先生のペーパー

の中の１ページの下から５行のところに「平成15年度においては公共投資の削減」

云々と書いてますね。これをやったら１％のＧＤＰのマイナス効果を及ぼすんじ

ゃないかと。 

   要するに、私たちは概算要求の基準を決めるときにここが一番難しかったんで

すね。余り一般歳出予算を削減していくと景気にマイナスが出てくる。といって、

削減しなければ当然増の部分を生み出してこない。そこで、どの程度やるかとい

うことで公共事業に関しては３％、それから裁量的には２％、そこが大体限度の

ような形だったんです。 

   それから、私は今度の税制を考えますと長期見通しを考える場合も、政府の声

明として是非公言して決定してもらいたいのは、今後とも一般歳出予算は対前年

度３％ずつぐらい削っていかないと、当然増が３％ぐらい出てくるんです。これ

と相殺しないとバランスを取っていけない。 

   そうしますと、歳出予算をどんどん削って、あるいは持っている財産を売って

税源をつくったらどうだということをおっしゃいますけれども、これはなかなか

容易なことではないです。これをやろうと思ったら、本当に法律の改正とかいろ

いろなところを改正しなければとてもじゃないけれども、追いついていけないと

いう事情があるということで、ここは是非見てもらいたいです。ですから、絶え

ず減税と増税とはお互いがバランスをとりながらやってもらわないと、これは賄

い切れない。歳出削減だけではとてもやっていけない。これは私たちの現実的な

考えです。 

（石税制調査会会長） 吉川さんのお出しになった問題と、政府税調の考えと２つ大

きな点で違っていると思いますので、我々サイドからちょっと御説明をしておき

たいと思います。 

   １つは減税財源の手当の問題で、自然増収プラス歳出カットを充てるという考

え方と、我々は税制の仕組みの中で構造的なひずみを直すのに役立つような形で

増収をしたいと、ここは大きな違いです。その理由等々は細かく申し上げられま

せんが、自然増収というのは経済活性化がどのぐらい出るかわかりませんし、歳

出カットも本来は30兆の国債の壁があるならば、出てきたら当然これは財政赤字

に回すべきだと思っていますし、何でカットするかという明示的な数字がないと

右と左の歳出、歳入のバランスから見て多年度税収中立というのはなかなかなり
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にくいと思います。 

   もう一つは、これまたマスコミで言われておりますが、法人税率でやるか、研

究開発でやるかということです。これも理由は幾つかございますが、申し上げま

せんけれども、１つは恒久的か一時的かという区別は私は個人的には余り意味が

ないと思っています。つまり、恒久的と言っても数年たてば制度改正ですぐ変わ

ってしまうし、それから時限的、一時的といってもこれは何回も何回も繰り返し

て現にある制度が温存されているわけですね。そういう意味で、今の時点におい

て恒久が増税で一時が減税などという組合せは５、６年先を見たら何の意味か余

りわからない。研究開発だって私は長い目でやらなければいけないから、これは

まさに言うならば恒久でやってもいいと思いますし、そういう意味でこの区別か

らどうだこうだということは余り生産的な議論ではないと思うし、いずれ2010年

にプライマリーバランス黒字化ということになれば、今から５、６年先というの

はある意味で税収が伸びていかなければいけない時期でありますから、その議論

も少しこの議論に引っ掛けて考えるのならば、あえて余りこの種の議論はしても

しようがないかと思っています。以上です。 

（片山議員） 前にも申し上げましたが、民間委員の皆様の減税の財源は、今お話が

ありました歳出削減と自然増収だと。これはやはり私は禁じ手ではないかと思い

ますし、特に歳出削減で大きいのは公共投資と社会保障と地方財政ですね。公共

投資はかつて申し上げましたが、全額建設国債ですから財源などは出てきません。

社会保障は、今も医療保険等の見直しでかなりな国民負担になるわけです。１兆

5,000億円とかいろいろなことが言われておりますけれども、社会保障に更に切り

込んでおいてその削減分を企業減税に振り向けるということで国民的な理解が得

られるかどうか。それから、地方財政は何度も言いますけれども、国の歳入、歳

出と一体で結果ですから、これをあらかじめ削減するなどということはできるわ

けがありません。そういう意味で、やはり私は無理があるのではなかろうかと思

います。 

   それから、法人税率を下げるというのはかねてからの御主張で、これも今まで

いつも議論がありましたが、それでは下げたものが設備投資その他に回るかとい

うと、今までの結果は債務の圧縮にみんな回っているのですね。そこでそれをど

ういうふうにお考えになるかということで、むしろ法人に対する税負担の軽減な

らば、私は研究開発減税や、ＩＴを中心にした投資減税や、あるいはそれに合わ

せて租税特別措置法を思い切って見直すとか、そういうことの方がずっと現実的

ではなかろうかと思いますし、恒久減税、臨時減税といいましても、定率減税な

どというのはもともとは一時的なものが、今日まで続いているのです。 

   だから、これは状況にもよりますが、税制というのはあらかじめ３年先、５年

先はどうだなどということにはなかなかならないのです。今まで減税をいつも先

行して、後で増税をやるということはなかなかうまくいかなくて、財政赤字を膨

らませてきたのはまさに過去の教訓でございますので、そこのところを慎重に総

合的にお考えになる必要があると私は思っております。 
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（本間議員） いろいろ御指摘をいただいたわけですが、我々有識者議員は「改革と

展望」というシナリオに沿って頭を整理しております。それで、先ほど塩川大臣

の方から御指摘のとおり、平成15年度において公的部門がＧＤＰの１％以上のマ

イナス効果を及ぼすと考えております。これは実はマイナス1.2程度の寄与ですが、

それを民間需要の寄与プラス1.2で相殺をして、外需でプラス0.6であると、こう

いうシナリオの中で、そこから税制改革をしたときにプラスマイナスが一体どう

なるかということで議論を構成をしているわけでございます。従って、全く経済

と財政を独立して議論をしているということではございませんし、2010年代初頭

にプライマリーバランスというものがどういう形で黒字化していくかということ

も視野に入れ、全体のマクロのバランスを考えているということでございます。

そういう意味で一時的あるいは恒久的な増減税をするときに、その制度改革に伴

う効果がどう起こるかということをこの図表の中で書いておるわけでありますの

で、一時的な税制改正と恒久的な税制改革の効果の違いについて御理解をいただ

ければと思います。 

   それからもう一つは、歳出削減などはとてもできないよということは自己否定

になるのではないかと我々は思っております。つまり、小泉構造改革は質の高い

納税者の信頼に足る政府をつくるということを言っているわけであります。また、

先ほどの塩川大臣のご指摘ですが、例えば公共投資を３％下げるということはベ

ースラインを下げますから、その意味ではずっと後が続くわけでありまして、毎

年毎年それがどんどん切り込んでいくというようなシナリオにはなっていないわ

けでございまして、その辺を少し御理解をいただきたいということです。 

（塩川議員） それは違いますよ。実質は下がってくるんですよ。公共事業は５年で

1992年のベースに下げるんです。毎年３％下げるということは党との間の了解と

いうことになっているんです。毎年下げていくんです。ベースから下げていくん

ですから。 

（本間議員） もちろんそうです。ベースをこれだけ下げるんですから、その部分の

ところはずっと波及しながら我々は段階的に下げていくということを申し上げて

いるわけでありまして、一回やったらそれで済むということを言っているわけで

はないんです。 

（片山議員） 建設国債だけじゃないですか。 

（塩川議員） そうじゃないんです。値切りますから下がっていくんです。これは大

変なんですよ。 

（本間議員） もちろん削減努力をする必要があるということは我々の当初の目標で

ございます。それからもう一つ。法人税引下げは効果がないということをおっし

ゃっておられるんですが、我々は経済の活性化を通じて、経済成長率が潜在成長

率に向かって回復し、さらに潜在成長率自体が高まるということを前提にして絵

を描いているわけです。その意味で潜在成長率にプラスの効果があったことが税

にもプラスの効果があるということを頭に入れなければ、論理矛盾ということに

なりますから、そこは当然のことながら経済が潜在成長率に沿っていけば自然増
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収という形で税源が担保されるということであります。 

（片山議員） 公共事業は全部建設国債を当てていてキャッシュはありませんよ。 

（本間議員） それはもちろん政府のバランス全体は考える。 

（片山議員） バランスじゃありません。公共事業のような大きなものはほかにはな

い。大きいものは公共事業と社会保障と地方財政で、あとは教育と防衛費なので

すから、公共事業のお話をされるのならば一つも財源は出ませんよということを

申し上げているのです。 

（竹中議員） 今の御議論は何を基準に議論するかということで、民間議員の皆様方

はベースラインとしては「改革と展望」を基準にしているということと、実際の

ところで議論するというので、ちょっと議論が混乱しているんですけれども、こ

れは技術的な議論の混乱ですので。 

（本間議員） それからもう一つ、全然我々は増税というものを否定しているわけで

はございません。そこはバランスをちゃんと取って一時的な部分のところは一時

的な部分、恒久的な部分のところは恒久的な部分のところで、期間を設定して中

立的な形でやっていこうということを提案しておりまして、そこは「改革と展望」

の全体の流れの中でどう判断をしていくかということを詰めていくことが必要に

なると思います。是非全体の予算の推移というものを念頭に置きながら、単年度

の部分の改革の中身を吟味していくというのが私はオーソドックスなやり方では

ないかと考えております。 

（塩川議員） 念を押しますけれども、先生の考え方で増減税は並行してやっていっ

たらいいという考えは是認されますね。 

（本間議員） はい。 

（塩川議員） これが減税先行だからというので減税だけやって、この図面化で言う

とありますから、第１案、第２案、４案の中に減税だけやると。私は真ん中のも

のはいかぬと前から言っているんです。そうじゃなくて、ある程度並行して場合

によっては減税が先行してくるということ、そちらの方を私は願いたいと思いま

す。 

   それからもう一つ、法人税の減税をやかましくおっしゃいますけれども、今は

法人税の赤字の累積が93兆なんです。私は調べさせたんですが、すごい赤字で、

銀行なんて赤字がすごいんです。それから基幹産業ですね。93兆も赤字を抱えて

いる企業が、法人税をちょっと下げてみてもとてもじゃないけれども追いついて

いけないですね。ですから、法人税が実際に有効に働いてくるということは、も

う少し企業の赤字を少なくしてもらってからでないと追いついていかないんです。

要するに、法人税の減税はおれたち法人には関係ないという人がたくさんいるん

です。 

（片山議員） そうです。７割は関係ありません。 

（牛尾議員） 75％は税金を納めていませんから。 

（塩川議員） だから、私はもっとほかのところで減税をやって有効なところをと言

っているんです。それは、私だったら設備と研究ということなんです。 
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（竹中議員） すごい技術的な混乱があるように思えます。それは、そもそも減税で

すから利益を出していないところにはどんな減税をやっても効果は同じなはずで

すから、それは法人税だから意味がないとかという議論は論理的におかしいとい

う点も踏まえまして御意見がありましたらどうぞ。 

（石税制調査会会長） 課税ベースの７割が外れてしまったところで３割分やっても、

それは効果は薄いです。だったら赤字法人でも使えるような減税を考えたらいい

です。それは恐らく研究開発なり設備投資をやって、それで欠損繰越しなりを使

ってやっていくという方が私ははるかに効果があると思います。多分それは見解

の相違でしょう。 

（牛尾議員） 前提条件が少しおかしいと思うんですが、市場経済では本来赤字法人

というのは50％以下であるべきなんです。 

（塩川議員） 50％なんてあったら困りますよ。 

（牛尾議員） それはもちろんゼロが一番いいですけれども、今の75％を肯定した議

論というのはおかしいんです。赤字法人が75あるから、黒字法人を減税しても25

が潤うだけじゃないかという議論は本来間違っているわけです。だから、その場

合にもこの間の議論があって、日本経済の成長のエンジンとなっている税を払っ

ている企業がますます活性化することが日本全体を浮揚させるということなんで

す。やはり経済活性化のための税制というものは、税金を払っている企業個人が

ますます活性化することから始まらなければ社会全体は活性化しないわけです。

また、それを見て今、赤字のようなところは自分たちも利益を出してタックスペ

イヤーになろうとする活力が全体を浮き上がらせていくわけです。 

（塩川議員） そういう理屈はありますけれども、今もうけている会社は外へ出て行

って中国とか東南アジアに出て行ってもうけているんです。法人税率を下げてみ

ても外に行ってもうけてしまうんです。ですから、そうじゃなくて日本でやって

もらうようにするには日本でやったら税の恩典を与えますよと。だから、日本で

やってくれと。 

（牛尾議員） 日本の収益を出している企業経営者が減税された部分についてどう使

うかという英知の高さは、政府が考えるよりもはるかに効率が高い。しかも、日

本の経営者というのは割と愛国心が強いですから、それは信じていいと思うんで

す。一番の問題は、黒字の企業をどう増やすかということです。そういう刺激を

与えるために、我々は４つの提言をしているわけです。その４つの柱の中の税制

改革も、活性化のための税制改革というのはやはりタックスペイヤーがまず活性

化することから始まらないとだめだと言うんです。 

（小泉議長） 利益を出しているところに聞いてみましょう。 

（奥田議員） 私どもの会社のことを申し上げますと議論にならないと思いますが、

平均的な会社というふうに考えれば私は当然牛尾さんと同じ考え方でありまして、

現在は確かに８割は払っていない。だけど、長期的、中期的に考えれば法人に対

して税率を下げる。これは活性化の大きな要因だろうと思っています。 

（塩川議員） そういう状況になれば私たちも法人税を下げたらいいと思うんです。
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今の状況では難しいということです。 

（牛尾議員） だから、もっと税を下げてきちんと皆がそうしようとするようにしよ

うと。 

（片山議員） やはり投資減税などの方が効果的じゃないですか。 

（本間議員） 我々経済学者としては、これは吉川さんの専門でもあるんですけれど

も、企業がどういう形で設備投資行動をするのか、雇用を生み出すのかというこ

とを、これから今年、来年、10年後等の売上げから費用を引いた税引後企業収益

の割引現在価値の総和で、どれだけの期間収益率が上がるかということを計算し

ながら企業戦略というのは練られるわけですね。その際に、例えば３年間の設備

投資減税をするということは、これは設備投資の実施のタイミングを前倒しする

効果はあるかもわかりません。しかし、中長期的な計画を立てるときに税率を恒

久的に下げるとどうなるか。石先生がおっしゃるとおり、例えばそれはもうかっ

ても借入金を返済するだけだということになるかもわかりませんが、そのときは

キャッシュフローで早く負債を返済して３年後、５年後には設備投資に結び付い

てくると、こうなるわけですね。短期的な形でこの問題を需要面からのみとらえ

ると非常に大きな問題が残るということ。あくまでも中長期的な生産性の向上と

いう観点から法人税率引下げの効果をみなければならない。 

   それからもう一つは日本と国際的な競争をやっている状況、今、日本車メーカ

ーも半分以上は車を外でつくっているわけですね。それをどういう具合に国内に

投資をし、雇用を国内でつくるかというときに、日本の法人税率と海外の法人税

率の格差が工場立地等の選択肢に入ってくるわけであります。 

（塩川議員） その選択肢の要因は少ないと思うんです。そうじゃなくて、むしろ人

件費と土地代です。 

（竹中議員） 今日は、大変ポイントを突いていただいてありがとうございました。

時間の関係でまとめます。石先生から御指摘いただいたように、やはり２つの点

を詰めなければいけないということだと思います。 

１つは財源の手当をどのような形で行うか。これは、いわば「改革と展望」の

見直しをどのように行うかという議論になりますので、これは引き続きこの場で

議論しなければいけないと思います。 

第２番目は減税の中身、これは効果の問題ですから、次回にシミュレーション

も含めて一体どういう効果があるのかということの議論をしたいと思います。そ

れで、そのときに今日の議論は若干技術的なところですごくすれ違いがありまし

て、短い時間の中ですから仕方がないのでありますが、その整理も私なりに是非

させていただきたいと思います。 

（塩川議員） その整理をされるときに、１つだけ大事な条件があります。これは非

常に政治問題が絡んでいるということだけは頭に入れておいてもらわないと、数

字だけで計算されたら大変なんです。 

   というのは、庶民の方は個人の所得税は増税になって、その分がもうけている

会社の減税をする。こうなった場合の政治的な判断はどうとるのかということも
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入れて、そこはほどほどに。私はいかぬと言っているんじゃないです。ほどほど

に考えてもらわないと、数字だけで考えてもらったら難しいということを申し上

げておきます。 

（竹中議員） わかりました。今までもそういう観点からここでの議論はしてきたと

思っておりますので、それは御指摘のとおりであると思います。 

   ただ、１つ規模についてどうするかということに関しては、これは吉川先生か

らマクロ的な問題であるからマクロの議論をしっかりしなきゃいけないという議

論があって、石先生の方から、これは税調でやるべき問題ではないからマクロ的

な議論をして 終的には政治的決断をしてくれというお話がありましたので、こ

こはやはり諮問会議でしっかり議論をして政治的な決断をする。そのような一応

の分担であろうかと思います。 

（奥田議員） １つだけお伺いしたいと思います。議論が横へまるっきり飛んでしま

うわけですけれども、ここは税制の話をしているわけですが、私はもっと日本の

国民全体が自分の家計についてもう一遍見直すべきだと。自分の家計が一体どう

いう支出をしていてどういう収入が入っていて、その家計の特に支出のところに

塾の費用だとか、私は組合のことを余り言ったらしかられますが、組合費だって

幾ら払っているのか、そういうようなところでものすごいお金が出ているわけで

す。それはほかの国にはないようなお金が日本ではかかっているわけです。 

（塩川議員） タウンミーティングをやりましたら、それは一般市民はよく知ってい

ます。ですから、所得税の租税特別措置法が11ありますね。この中の切るべきも

のは切ってくれてもいいと言うんです。それから益税ですね。消費税でも、むし

ろこれは不公平だという声が挙がってきているんです。本当にそうです。 

（奥田議員） それならば大いに結構ですけれども、もう一遍だれかがやはり標準的

な家計の外国との比較をやってみて、どんな費目に金を使っているのかですね。 

（塩川議員） それは私たちもやります。 

（竹中議員） 総理からは生活維新について、まず生活の面からいろいろ政策も考え

直せというようなお話もいただいておりまして、その中で今のような問題意識も

反映させるように努力をしたいと思います。 

   それでは、たくさん宿題がありますけれども、総理は昨日の講演会で10月、11

月は税制の具体論をやり、結論は15年度予算に反映させるということを明言して

おられますので、それに向けて議論を深めたいと思います。石先生、ありがとう

ございました。 

（石税制調査会会長） どうもありがとうございました。 

 

○金融システム改革（政策金融、中小企業金融）について 

（竹中議員） それでは、残された政策金融、中小企業金融を中心とする金融システ

ムの問題に移ります。ペーパーがたくさん出されておりますが、すみませんが２、

３分ずつでお願い申し上げます。民間議員からと、平沼大臣、石原大臣、塩川大

臣からです。では、民間議員からお願いします。 
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（本間議員） それでは、政策金融の問題について簡単に御説明をさせていただきま

す。 

   我が国の政策金融は非常に実は比重としては大きく、かつ90年代以降の約10年

間、景気対策も含めて対応したということもございまして、極めて増大傾向にあ

ります。後ろの参考の５ページのところを見ていただきますと、そのような傾向

がはっきりいたします。かつ、参考の一番 後のページで見ていただきますと、

郵貯、年金積立金、その他簡保資金、そういうようなものが一体どういう形で財

政投融資計画の中に入ってくるか。この財政投融資計画というのは昨年改革をい

たしまして、実は統計が少し変わって仕分けも変わっておりますので、これは2000

年度末でやっておりますけれども、政策金融に144兆円、そのうち郵便貯金からが

115兆円というように資金が注ぎ込まれております。ここの全体の政策金融の公益

的な性格をどう高めていくか。資金配分機能をどう高めていくかということで、

この抜本的な改革をすべきだというのが我々の考え方であります。 

   政策金融はもともと公益性という問題と、それからリスクの評価という問題が

ございます。参考のページを見ていただきたいと思います。４ページで、公益性

と金融リスクの評価困難性という形で分類をいたしております。本来であれば極

めて公益性が高く、かつ金融リスクの評価が困難なものに限定されるべきである

わけでありますが、先ほど申し上げましたことからもおわかりのとおり、民の活

動領域にも公的政策金融の分野が結果として拡大をしてきた。そのことをもう一

度チェックするためには公益性というものをきちんと再評価をするということと、

それからリスクの評価についてもきちんとやっていくということが必要であろう

というのが我々の立場であります。 

   「改革の進め方」、２ページのところでございますけれども、「官から民へ」

ということ、「民間にできることは民間に委ねる」ということを前提としまして、

これまで当然視されておりました「長期、固定、低利」を、これが官しかできな

いということを理由にして、それが政策金融の存在理由だということにはならな

いということも確認する必要があろうかと思います。 

   そして、「機能の廃止・見直し」におきましては政策的介入の範囲というもの

を他の政策手段・機能を通じて抜本的に見直し、統廃合も含めて合理化を図って

いくということ、 終的には外国に準ずるような質、規模にすべきだということ

であります。 

   それから、政策金融に代替する手段のコストベネフィットのパフォーマンスの

比較でありますとか、あるいはＰＦＩ・ＰＰＰで官民協調体制というものが今、

考えられておりますが、この場合にも真の民間資金の活用が一層推進されるよう

な形でやるべきだということ。 

   それから、金融の手法が非常に進んできておりますので、こういうものも積極

的に入れ込んで政策金融も土台から見直していくことが必要であろうということ

であります。 

   「組織の整理・統合」の部分のところは今のような考え方に従いまして進める
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べきであると考えておりますし、経営責任においてもやはりこれまでのような閉

鎖的な人事体制ではなく、民間人登用も含めた適材適所の考え方に沿って組織・

形態、経営というものを考える必要がある。しかも、情報開示での徹底、それを

評価する第三者機関の設置等、ガバナンスの構築に向けても 善を尽くす必要が

あろうということであります。全体の考え方は以上であります。 

（竹中議員） それでは、平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 私からは資料４－２、４－３、中小企業金融についてと、それから政

策金融について、簡単に資料に沿って御説明したいと思います。 

   まず資料の１ページ、２ページは政策金融の中小企業の実施状況についてです

けれども、極めて厳しい金融経済情勢の中でやる気と能力のある中小企業がなぎ

倒されることがないように努力をするということが経済活性化として必要だと思

います。 

   ２つ目は「セーフティネット貸付・保証」等の利用状況で、この資料にあると

おりでございまして、こういう厳しい中で非常に大きな実績を上げているという

ことでございます。 それから、前回塩川財務大臣から特別保証制度について非

常に心強い御意見がございましたけれども、その状況は資料にございますとおり

既に約１兆3,000億を超える大きな代位弁済が発生をしているということでござ

います。 

   それから、２ページ目の「保険収支の現状と対応」についてでございますけれ

ども、信用保証制度を支える保険制度というものは昨今、当然のことながら大幅

な赤字になっておりまして、今後当分の間、大幅な資金不足というものが想定を

されるわけであります。したがいまして、あらゆる方策を講じて保険財政の基盤

を確立することが企業の99.7％を支えている中小企業対策、これは前提としては

やる気と能力のある、そういったところに対してしっかりやることが急務だと思

っております。 

   それから、「今後の中小企業金融政策について」は３ページから４ページに書

いてありますけれども、引き続き中小企業にとっては大変厳しい金融経済環境が

予想されるわけでありまして、信用保証制度や政策金融の拡充に努めなければな

らないと思っています。それからまた、中小企業が円滑に退出できるように環境

整備を私どもは進めていきたいと思っています。 

   それから、政策金融については４－３をお開きいただきたいと思います。今後

議論を深める際には、まず政策金融の役割としていろいろ御指摘があるわけです

けれども、現下の厳しい状況下での役割というものはやはりきちんと認識をしな

ければいかぬと思います。それから、民間金融が正常化した将来の役割、それか

ら将来に向かう過程で民間企業をリードし支援する役割、こういった３つの明確

に区別して議論することが私は前提として必要だと思います。 

   次に、政策金融と言ってもいろいろな分野がありまして、それぞれの特性等を

十分に踏まえてやはり議論をすることでありまして、全部十把ひとからげで議論

すべきではないと思っています。また、今後の審議においては政策担当大臣の考
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えも十分聞いてほしいと思います。 

   なお、現在中小企業、金融に万全を期すべき時期でありまして、この場の議論

が足下の対策に支障を及ぼさないように非常に今、微妙な段階ですから十分配慮

をしていただきたいと思います。例えばどういうことがあったか、具体例を１つ

言いますけれども、昨年末の政府系金融機関改革の議論の際には商工債権の金利

が上昇しまして、商工中金の資金調達コストの上昇といったものが非常に懸念に

なりました。民間議員の方々の御意見は、大きな方向では私どもは異存はござい

ませんけれども、今の厳しい状況を見ますと、今申し上げたような考え方を元に

議論をしていただきたいと思います。私からは以上です。 

（竹中議員） では、石原大臣お願いします。 

（石原臨時議員） では、簡単に申し上げます。 

   横の資料でございますが、１枚めくっていただきまして政策金融の問題点、な

ぜ改革が必要なのか。これもおさらいですので簡単にいかせていただきたいと思

います。我が国の政策金融の99％以上が直接の貸出しである。欧米と比べまして

も、やはり保証とか、そういうものが非常に日本は小さい。ここが一つ問題であ

ります。そして、すべての分野が対象で複数の機関が同じようなことをやってい

る。ここも問題でございます。それと、民間のシンクタンクにちょっと計算させ

てみますと、資金調達が0.6から0.7％程度、民間よりも有利でありますので、当

然貸出金利が有利になる。ディスクロージャーのバランスが不足している。そし

て、本間委員が再三再四御指摘されていますように、不況時に増加したボリュー

ムが好況時であっても持続してぐんぐん比率が伸びてきている。こういうところ

にも大きな問題があります。そして、それはなぜかというと、これは総理の御持

論でありますが、先ほど本間議員から御説明いただきました表の左端にありまし

た郵貯・簡保の存在が日本は大き過ぎて、ここが大きくていい運用先としてどう

してもここにお金が流れてくる。この問題を触らずして、この政策金融の議論は

実はやはりないということを改めて指摘させていただきたいと思います。 

   ここから先が平沼大臣の方ともいろいろ議論をさせていただいている点なので

ございますが、中小企業の問題であります。私はヒアリング等でいろいろなとこ

ろを歩いてみたんですが、中小企業と言ってもいい中小企業、本当に小さな超零

細企業が一緒くたに政策金融のときに議論されているような気がいたしました。

それで、その一方で民間金融機関の側もリスクはなかなかとろうとしない。そう

いうしわ寄せが優良な中小企業にきていることは事実であると思います。 

   それと、金融大臣がいて恐縮なのでございますが、融資している銀行側からの

話ばかり聞いていますので完全に正しいかどうかはわかりませんけれども、やは

りマニュアルを厳格にやられるもので、海外に債務があるような企業などにはな

かなか貸せないというような話を聞いたり、中小企業でもいい中小企業、例えば

私の選挙区の商工会議所の会頭は皆さんの時計の夜光塗料などをつくっていて、

全世界のシェアの７割なんです。ポルトガルに工場がある、中国に工場がある、

全世界に工場があるんですが、借金が外にあるために民間金融機関が貸してくれ
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なくて、何と今は世界のシェアの７割を持っている中小企業のメインバンクが政

府系金融機関になってしまったというような例が目の前にございます。中小企業

の円滑な資金の調達に向けては、さまざまな御努力を平沼大臣のところでしてい

ただいております。売掛債権の問題も 近ボリュームが増えてきました。プロジ

ェクトファイナンス、ＤＩＰファイナンス等々、新貸出スキームのさらなる開発

というものが必要だと思います。 

   私が一つこれは使えるなと思ったのは、例えば24時間以内に貸出しの可否を決

定するようなシステムをつくっていただくと。本当に中小企業はそういう切羽詰

まった貸出しを望むことが多い。この点は是非、平沼大臣にお願い申し上げたい

と思います。  

   １枚めくっていただいて、ではどういうふうに改革していく必要があるのか。

改革のポイントなんですが、多様な政策金融のそれぞれの分野に応じてやはり対

象の絞り込み、手法の再検討ということをやっていかなければいけないと思いま

す。そして、その政策金融機関が住宅金融公庫を入れて９つですが、８つあるん

ですが、そのほかにもいろいろな特殊法人が20ぐらい金融機関と同じような仕事

をしております。その既存の枠組みにこだわらない組織業務の徹底的な見直しと

いうものをやっていかなければならないと思います。  

それで、先ほど調達の話をしましたけれども、市場原理を働かせるために市場

からの直接調達というものを徹底していかなければならない。ガバナンスの問題

もしかりでございますし、やはり今は私はこのデフレ化の状態を非常時だと見て

おりますので、平沼大臣の御指摘のとおり中小向けの業務というものは維持をし

ていかざるを得ないのではないか。だからと言って改革をやめろということでは

ございません。その下の今後なんですけれども、ボリュームを急に切ることはで

きないにしても、廃止の決まっている住宅金融公庫を除いて総与信は減らさない

前提での業務の効率化、組織の再編というものは必ずできますので、年末までに

再生案というものをつくる必要があるのではないかという気がします。 

そして、政策金融というものは民間対応が難しい部分に進出していたという過

去の評価はもちろんありますし、その後なんですけれども、民間が取って変わら

れるところも引き続いて政策金融がやっているというところに問題があって、そ

こがバトンタッチできる仕組みをつくっていく必要があるのではないか。以上で

ございます。 

（竹中議員） それでは、塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 時間はございませんので簡単に申し上げますと、民間議員の出してい

ただいた案は本当によくできています。これは一番わかりやすいです。要するに、

この赤のところだけやったらいいじゃないか。これができないんだから、政策金

融をつぶしてしまえというのはちょっと極論であって、やはりどうしても必要な

部分はあるんです。例えば国民金融公庫の零細企業なんて、あんなものは普通は

できません。だから、ああいうものは特化しないといけない。一般に貸している

からいかぬので、特化する。だから、ここに絞る。 
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   それで、私はこの議論はいろいろ皆さんありますから、むしろ諮問会議等でこ

ういう方向で政策金融をまとめろとおっしゃった方がわかりやすいんじゃないで

しょうか。議論してみたら幾らでも言い分はあります。銀行も都市銀行は、私の

ところの所管している政策投資銀行にいろいろ言ってくるんです。それならば君

のところはそういう地域リーダーになれるのか。なれないんです。例えば、ＵＳ

Ｊ大阪などというのがありますね。一例から言ったら政策投資銀行が15％融資し

ますというと、それだったらみんなやりましょうとなります。それから、品川の

開発も地域開発で投資銀行が10％でも融資しますから、それで組んでいるんです。

民間銀行もそういう癖がついてしまったんです。ですから、それを直すためにも

４、５年はかかります。私は３年でも５年でもいいからこの方向でまとめろとい

うように言ってもらった方が我々はやりやすいと思っているんです。 

   一番よくわかるのはこれです。これはよくわかります。これでいいんじゃない

かと思います。そこで間接融資とか直接融資というものはどういうものをもって

言うかということだけが必要で、私は保証業務を中心に置くのが一番本当はいい

と思うんです。けれども、直接融資などなかったらポンプの呼び水をやらないと

ほかはついてこないから、そういう意味でこれはいいんじゃないかと思っていま

す。私の意見はそういうことです。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、全体的なことも踏まえまして柳沢

大臣から御意見がございましたらどうぞ。 

（柳澤臨時議員） 先ほど、特に 初の 近の経済金融情勢についての御議論の中の

民間側の先生方の御意見を承りました。それで、３項目に書いてあるものの趣旨

がよくわからないんですが、括弧にある御批判につきましては私ども必ずしも納

得しかねるわけですが、そういう御批判があるということであれば、これは御理

解をいただくように説明等、いろいろ努めてまいりたいと思います。 

   それから、４項目のこと等については御意見を参考にさせていただいて、私ど

もが課題としておる不良債権処理の加速ということについて他のいろいろな施策

が検討を進められているようですので、その内閣全体のタイミングに合わせて私

どもとしてできる限りの施策を取りまとめたいということでございます。 

   ただ、この中で５番目の点ですけれども、産業再生ということにつきましては

私どももかねてから非常に重要なポイントだと実は思っております。そもそもが

この不良債権の貸出し先については債権計画というようなものを立てて、そして

それに合わせて金融の支援をするということでやるわけですが、債権者としての

金融機関の側からすると、自分の貸出先一つ一つについてその債権計画の合理性

というものを判断して、これでいいというようなことになってしまうわけですが、

その業界全体を見ると、ちょっと言葉は不適切ですが、ゾンビ的なものが結局残

ってしまって数はほとんど減っていないという状況があるわけです。 

   金融機関の側の不良債権の処理としては合理性があるとしてみても、その結果、

全体として見るとちっともこの業界としての整理再編が進んでいないということ

があるわけでございまして、これについてもう一度検討をする場というか、協議
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会というか、あるいはもっと統一の一元的な機関というようなものも必要だとい

うことであれば、そういうことも検討をしていただければ大変私どもはありがた

いと思っております。とりあえずそういうことでございます。 

（竹中議員） 政策金融とかは特によろしゅうございますか。 

（柳澤臨時議員） 政策金融につきましては、先ほど来民間側の金融機関にいろいろ

問題があるという御指摘もあったわけですが、本当のマーケットメカニズムから

言えば、やはりリスクがすごくあるとかというところでは融資が止まるというの

は私は当然だと思うんです。そして、今度は逆に政策の光を当てたら、それは融

資がされないということで放置されては困るんだというところに政策金融がいく

ということだろうと思うんです。 

   ですから、リスクが取れないということで、余り取れもしないリスクを取れ取

れというのはやはりマーケットメカニズムで動こうと、それがまた合理的である

と我々は思っているわけですから、そういうところについて、今言ったようなこ

とを強要していくというのはやはり誤りだと私は思います。それで、もちろん我々

の金融検査マニュアルがそういうことに悪用されているというか、乱用されてい

るというか、あるいは誤用されているというか、そういうことは私どもは重々気

をつけてそういうことのないようにしないといけないと、このように考えます。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。片山大臣、お願いします。 

（片山議員） 私どもの方で所管している公営企業金融公庫は、８金融機関の中では

異質、異色です。融資はほとんど問題ありません。ポイントは資金調達なのです。

地方団体がやっている公営企業、例えば病院だとか交通事業ですね。バスだとか、

電車だとか、地下鉄だとか、また上下水道などにお金を貸しています。これは一

定のルールでここに幾ら貸すということが決まっていますから、問題は調達を

個々の団体にやらせると手間もかかるしコストも高いし、民間の市場ではなかな

か調達できないということなのです。 

   そこで、この金融機関をつくってそこが一括で政府保証だけを付けてもらって

市中から資金調達を行っているのです。これについては民間の方でも個別の団体

がぽろぽろ出すよりも一括して大きなロットでぽっと出してくれる方が手間も少

なく、コストも安いので、大変歓迎しています。これは融資の問題がない調達が

中心の機関でございます。今の病院でも交通事業でも上下水道でも全部公共料金

になるのです。国の方からは一銭の援助も補助も何ももらっていない、政府保証

だけ付けてもらっているのでございます。私は本当は地方全体の共同法人にした

らいいと思うのだけれども、そうしますと政府保証が付けられないとか、そうい

う議論がありますので、この点はひとつほかの金融機関との並びでお考えいただ

かないようによろしくお願いします。 

   それから郵貯、簡保の話が出ました。これは御承知のように来年の４月から公

社になりますが、郵貯、簡保は昨年の４月から自主運用しているのです。ところ

が、資金運用部に貸していましてまだ全部が返ってきていないのです。あと７年

かかります。だから、今は何分の１かを自主運用していますが、これは法律でき
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ちんと仕組みや手続を書いておりまして、ただ実際にどうやるかは中期経営目標

や中期経営計画をつくって行うもので、生田さんには今度総裁になっていただき

ますが、そこの設立委員会その他でそのあり方も大いに議論していただき、そう

いう中でそのあり方を模索していきたいと思いますので、御理解願いたいと思い

ます。 

（竹中議員） 時間が限られておりますので手短に、しかし自由に御議論いただきた

いと思います。 

（速水議員） ８月２日のこの会議で私は考え方を述べましたし、今日出ております

民間の基本方針は非常によくできていると思いますが、３つの点を特に申し上げ

ます。 

   １つ目は、官業は民業の補完に徹するという原則に基づくというのは大いに評

価できる。この方法でやっていただきたいと思います。 

   ２つ目は、政策金融は民間金融機関と競合する分野での直接貸付ではなくて、

保証とか利子補給ということを基本に実行していく方がいいんじゃないかと思い

ます。 

   ３つ目は、実体経済とか金融システム、金融市場の動向なども踏まえて検討し

なければいけませんけれども、可能な限り早急にその工程を明確にしていただき

たいというふうに思います。 

   中小企業金融については中小企業が持っている売掛債権を証券化する、アセッ

トバックＣＰなどという市場が大きくなってきております。これに公的保証を活

用していけば、こういった証券化市場の育成、それから中小企業金融の円滑化や

民業の活性化といったようなことに寄与するものであると思いますと同時に、デ

ィスクロージャーの充実といったような点で費用対効果の評価を的確に行ってい

くといったようなことが大切ではないかと思います。以上です。 

（平沼議員） 日銀の総裁の言われたことは将来像としては確かに理想的ですけれど

も、現下の厳しい経済状況の中でやはり今、政府系金融機関というものが果たし

ている役割というのは非常に大きいものがありますから、先ほど言いましたよう

に段階を分けてきちんと私は議論をしていただきたいと思っています。 

（牛尾議員） 要するに、政策金融というのはあるべき論というものにまず合意する

ことが必要で、そのあるべき論に関してはほぼ合意ができたと思います。 

   問題は、まだすべての銀行が金融機能を十分取り戻していないために、この表

で言うとＤなどの中小企業向けのリスクの高いものに対しては能力がない。１つ

細かい問題になりますが、中小企業金融公庫や国民金融公庫の人に会いましたら、

今は1.7とか1.9で無担保で貸しているんですが、これは非常に有利なんです。そ

れで、金利決定の自由がないんです。これは全部財務省が持っていまして、中小

企業の場合は財務省と経済産業省が持っていて、１％、２％、リスクファイナン

スに基づいて民間銀行に断られたものをここがするというのがアメリカの州など

ではあるんですが、ここが一番有利だから初めからここにきてしまうわけです。

それで、場所によってはやはりプラス１とかプラス２ぐらいの金利を取っても３
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とか４というのは非常に安いわけです。 

   そういうことで、リスクファイナンスで総裁以下現場が自由に金利を動かすよ

うにすれば今、両方とも650から700億円ぐらいの赤字が出て財政で補填している

んですが、１％上げればたちどころにゼロになってしまうわけです。だから、や

はり黒字経営をするべきですから、現場の金利を自由にする。これは全体の銀行

にも言えるんですけれども、金利の自由がないというところに非常に問題がある。

そこのところは何となく変えられないようになっていますので、これは財務大臣

並びに経産大臣がよくお話になってほしいと思います。 

（塩川議員） 金利の相場というのはありますけれども、市中銀行によって歩積みで

金利を合わせていますから、これが高く付くんです。だから、いわゆる政策金融

機関というのは国民公庫も中小公庫も歩積みを取りませんから、そこが有利なん

です。だから、利率はそんなに変わらないです。 

（牛尾議員） そういうことではなくて、要するに経営の責任者は総裁であり現場で

すから、ある程度そこに金利決定の自由を与えて、全然関係のない親会社が金利

を全部持っている。塩川さんがみんな持っているわけです。大臣が持っているわ

けですが、現場はみんな知らないわけです。だから、現場に任せればいい、任せ

てほしいと言っているわけですので、これは是非御考慮願いたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。簡単に締めくくりますと、民間の議員がお出

しになった２つの概念を中心に基本方針を取りまとめるということにつきまして

はおおむねの合意があろうかと思います。 

   留意すべき問題としては、その過渡期をどのように示していくか。その工程表

をどのようにつくっていくか。これはもちろんこの先の話ですけれども、問題意

識としては大変重要である。それで、郵貯を中心としたマクロのパブリックなフ

ァイナンスの動きというのは実は意外と盲点で議論されていませんで、それを議

論するということもどこかで行わなければいけないと思います。あとは、大枠は

あるんですけれども、経営の自由とかというものもどのように考えるかというこ

とではないかと思います。次回までに皆さんの意見を取りまとめて 終的な案を

提示しまして、次回の諮問会議でこの基本方針を決定するということにさせてい

ただきたいと思います。また、内容については御相談をさせていただきます。 

   それでは、ひとつ塩川大臣から概算要求の件で。 

（塩川議員） もう時間がないですから２、３分で申しますが、政府金融のときはさ

っき石原大臣が言っていたように財政投融資との関係をきちんとしておかないと、

これは非常に絡んでいますから。 

（竹中議員） それは前にも申し上げたマクロの部分をやるということですね。 

（塩川議員） それでは、私のところの財政のものですが、これは説明しないでもわ

かっていますでしょう。要するに、こういうことです。去年度並みの財政規模に

しようとするならば、要求額が出てきましたのは86兆8,000億あるんですね。そう

すると、５兆6,000億円査定で削らなければいかぬということです。そうしないと

去年並みにならない。だから、５兆6,000億円をどこで削るかということなんです
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が、一般歳出予算では公共事業３％、それから裁量的なもので２％、これはもう

できていることです。 

   そうしますと大体２兆7,000～8,000億円ぐらいは削れるんですが、あとは３兆

円ちょっとを地方交付税だとか、あるいは交際費だとか、そういうところにしわ

寄せがくるということなので、これは私はよく話をして一般歳出の方でも削れる

ところは削ります。以上です。 

（牛尾議員） 今年よりも歳出は下がるわけですね。 

（塩川議員） そうなんです。でも、そうしようとするとしんどい。 

（牛尾議員） そうすることになっているわけでしょう。今年よりも下がると。 

（竹中議員） それでは、それぞれのパートについて取りまとめをしておりますので

あえて取りまとめはいたしません。 

   後に、総理から御発言をいただきたいと思います。 

（小泉議長） 今日は盛りだくさんの議論で、重要な議論ばかりでしたので、今後論

点整理が大変だと思いますが、いよいよ取りまとめに向けてあるべき姿、現状、

過程、大変大事な議論ばかりでしたので、詰めて終結に向けての準備をよろしく

お願いしたいと思います。ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。  

   今日は時間がなくて大変申し訳ありませんでした。次回またお願いいたします。 

 

 

（以 上） 


