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平成 14 年第 27 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 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） 

○最近の経済金融情勢について（有識者議員提出資料） 
 

○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） 



 

 2

 ○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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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された。 
 
○今後の経済動向等について 
（竹中議員） 「経済動向分析・検討チーム結果とりまとめ」について説明する。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て経済動向の分析検
討チームをつくっている。その方たちを中心に今回、特に 18 名の専門家にお願い
して、今の経済、今後の経済をどのように見ているのかというヒアリングアンケー
ト調査を行った。資料の最後のページの参考という表を御覧いただきたい。 

   一番上に棒グラフ。黒いのは「景気は、いつ底入れしたとお考えですか」と尋ね
たところ、18 人のうち５名が昨年の第４・四半期だと答え、13 名が今年の第１・
四半期だと答えた。おおむね我々の見方と一致している。次に、真ん中のグラフ。
「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」と聞
いたところ、意見がかなり分かれた。しかし、一番多いところで言うと来年の第３・
四半期、来年の７－９月期。見通しは大変難しいが、今頃から来年の夏、秋ぐらい
の間のどこかに山がくるとマーケットの多くは見ているということか。下の棒グラ
フが「今後の成長率をどのように見通しますか」と聞いている。これも幅があり、
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、平均値を取ると 0.2％。当初の政府経済見通しはゼロなので、大きくは違
わない。2003 年度についてもばらつきがあり、悲観的な人はマイナス 0.5％、楽観
的な人はプラス 1.6％、平均値を取るとプラス 0.6％で、「改革と展望」の内閣府試
算のシナリオと一致している。これがマーケットの見方である。 

   次に、資料「今後の経済動向について」は現状を要約している。月例の報告等で
も行っている。２ページ目を御覧いただきたい。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、昨
年の 12 月の政府経済見通しで想定した姿におおむね沿うと見込まれる。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
ると考えられる。総じて言うと、実体経済はまあまあ予想どおりだが、デフレ、物
価の下落はなかなか少し厳しいというところである。 

   次のページの別紙は、内閣府が今回新たに、14 年度の経済動向について試算を行
ったところ、国内の総生産の伸びは 0.2％になった。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。民間消費は想定より少し良いが、民
間設備投資は想定より少し悪い。公的固定資本形成は想定より悪い。これは、地方
単独事業等が予想よりも減っていることがありそうだ。鉱工業生産は予想よりも良
いという姿で、まだら模様ではあるが、おおむね想定された姿になっている。 
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   次に、１ページ戻り、３．の 15 年度経済について。今後年末にかけて政府とし
ての経済見通しを策定していくことになるが、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。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。ケース１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して悪影響が波及し、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場合である。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。 

   経済動向について、速水総裁から御報告がある。 
（速水議員） 金融政策決定会合が開かれたので、金融経済情勢と金融政策について及

び民間銀行の保有株の削減の方針について説明する。 
   経済金融情勢について、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、家計の支出行動だけでなく、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。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た。日銀当座預金残高目標は 10 兆から 1
5 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。 

   もう一つ、同日の政策委員会において、「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した。 
この背景は、１つ目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、最近株価が大きな変動を示しており、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、最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
行の財務の健全性の確保に関し、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たい。 

   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、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
考えていない。もとより金融機関の抱える最大の問題は不良債権問題だ。日本銀行
としては、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、近いうちに公表するとともに、今後とも金融システム
の安定に向けて中央銀行として最大限の貢献を果たしていく方針である。 
 政府におい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い
て一層の御尽力をお願いしたい。 
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（塩川議員） ちょっとお聞きしたい。今度の見通しで実質は経済成長になっているが、
名目は下がっている。このギャップはどう説明されるのか。 

（竹中議員） 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
刻で、デフレの解消に向けた努力が更に求められているということ。デフレはかね
てから議論があるが、１つには金融仲介機能が働き、マネーサプライが増えるよう
な状況をつくる点は日本銀行にも必要な範囲で努力していただくことが求められ
ると思う。 
それに関連した御報告を吉川議員から。 

（吉川議員） 資料「最近の経済・金融情勢について」だが、日本経済は実態面では回
復過程にあるが、目先に不確実性が高まっていて問題がある。こうした中で、金融
システムの改革、税制の改革、規制改革、歳出の改革、の４つの柱を政府としてバ
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。 

   とりわけ金融システムの問題は、先ほど速水総裁からもお話があったが、我々は
大きな問題であると考えている。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と私共も考えている。マク
ロ経済の実態面は必ずしも悪くないので、今こそがこの問題を抜本的に解決するチ
ャンスだ。 

   しかしながら、これまでの政府の取り組みは、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
いった批判もある。総じてこの問題に関する議論は、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、という形で議論されてきた。 

   金融危機を起こしてはいけないのは当然のことで、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、日本銀行が努力している。だが、それだけでは十分
ではない。危機は、人間に例えると危篤状態だと思うが、医者が患者を見るときに
危篤か危篤でないかだけで事が足りる訳ではない。やはり日本の金融システムに大
きな問題がある。病気だ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。 
 その場合、不良債権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、包括的に、資産査定の厳格化、不良債権処理の加速、自己資本の
充実、金融機関のガバナンスが機能するような体制の整備、産業の再生を包括的に
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、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。 

   一昨日の日本銀行の発表は、建設的な第一歩と評価している。世界の金融の歴史
に残る一つのステップである。ボールは日本銀行から政府の方に投げられたので、
政府としてもきちんとしたことを進めていく必要がある。 

   最後に先ほど塩川大臣からお話があったが、経済の実態面、物づくりの方では少
し登り坂だが、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は下
がっている。つまり、物価が下げ止まらないということ。デフレーションの即効薬
はないが、経済の実態面を強くすることが物価の下げ止まりの基本になる。為替レ
ートの動向も重要だ。円高はデフレを加速する。現状では少し円安が、デフレを止
めるという意味では早い効き目がある。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、政策の４本柱をきちんとやる。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） 補足したい。私も今回の日銀の決断は、この金融状況に対して極めて適
切、タイムリーだと高く評価する。ただ、その手法に関しては、マーケットや内外
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のエコノミストからいろいろ論点が出てくると思う。しかし、日銀がこのような危
機認識の下で決断したことに対して、政府全体がどう協力し、一体としてこの問題
に対処していくかは重要な問題である。 
その上で、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
とを指摘したい。金融システムの改革は、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が重要なポイントで、その意味では今回の日銀の対応も、
金融機関の株価の変動に伴うフラジャイルな問題に対して部分的に対応したにと
どまっていると思う。 

   いかにリスクがとれ、かつ生産性の歪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ると、本来は金利が作用するような状況に早く持っていくこと
が重要なポイント。不良債権の存在のためにそういかないことが、まさに人為的、
裁量的な金融の比率を高めている。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、家計部門の消費を抑制している。金融の効率性の問題について踏
み込んだ形で積極的、果敢に動くことが必要だ。 

   その裏返しで、マネーサプライの問題がある。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しても、マネタリーベースとマネ
ーサプライの関係に因果関係がないということが長く続いており、マネタリーサイ
ドからのデフレの原因になっている。これも金融機能の大きなテーマになる。マネ
タリーベースとマネーサプライの関係を復元していくためにも、積極的な対応が必
要だ。 

   それから、この問題は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 年間公的金融がシェアを増している。この問題は、景気対策とか、中小企業対策
という形で正当化されてきたが、市場機構に逆行する状況を生み出しているという
ジレンマをどう克服していくか、重要なポイントだ。 

   最後に、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
申し上げた背景には、金融産業の収益率が非常に低いという問題があり、このため
に不良債権の処理も進まない。本質的にはオーバーバンキングが問題。この問題全
体をどうするか、今後大きな検討課題になるのではないか。 

（竹中議員） いろいろな御意見があろうかと思うが、後で規制、税制、金融と改めて
議論するので、その場でご反論等お願いする。 

 
○規制改革について 
（宮内総合規制改革会議議長） 提出資料を御覧いただきたい。本年度の総合規制改革

会議では、５つの横断的テーマを取り上げ、中間取りまとめとして７月 23 日に総
理にも報告させていただいた。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予定である。 

   経済の活性化を考えると、経済全体は、企業活動そのものの活発化がない限り、
活性化しない。従って、企業活動のできる場を大きくすることが一つのテーマ。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。その辺を中心に今後
やろうとしている。 

   最も重要なのは官製市場と言われている、国、地方自治体、特殊法人等、非営利
団体が独占している市場を本来の健全な市場経済に持っていくこと。これにより、
新たなビジネスと多くの雇用が生まれる。具体的には次の３つの点を目玉として早
急に実現していく。 
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   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。これは
昨年の 11 月、諮問会議で総理から規制改革の目玉にできるという御発言もあった
が、実はその後進んでいない。規制改革の象徴として、例えば国会でこの分野の法
改正をできるだけ早く行うことが必要ではないか。 

   ２つ目は、公的サービスの民間開放。アウトソーシング、ＰＦＩなどの活用によ
り、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 の事業を掲げた。特にハローワークの民営化や公的医
療保険への民間参入、すなわち混合診療の解禁などについては大変ニーズが高いと
認識している。 

   ３つ目が市場競争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。
競争政策の中核である公正取引委員会については、来年度から内閣府に移行すると
の考えが当会議でも示されているが、単なる移行だけでなく委員の構成、意思決定
プロセス、執行体制などを抜本的に見直す必要がある。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といったものの実現に向けた検討を早急に行い、恣意
的な行政ではなくルールに則った市場競争の徹底が必要である。また、金融、流通
などの幅広い事業を営み、農業関連サービス市場を独占している農協についても独
禁法上の適用をより厳格に行う。 

   次のページ。現在話題になっている特区について。規制改革の突破口として、構
造改革特区制度を構築する。既に特区推進室が内閣官房につくられて御努力いただ
いている。特区制度推進の最大のポイントは、地方自治体から提案のあった全ての
規制改革事項について、特区でやるのか、全国規模でやるのかといった二者択一の
選択を関係省庁に決めていただくということ。この規制は特区ではなく、むしろ全
国一律に進めるべきだという説明が沢山なされることが予想されるが、そういう場
合は、実施時期とか措置内容を明示、約束させることが必要だし、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ことにすべきである。 
 この特区あるいは全国で早急に実現していただきたいものを２．（２）に 10 項目
挙げた。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、特区の推進について、関係省庁に対して、実現について明
確な御指示を出していただければ非常にありがたい。 

   最後のページについて。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
から要望されているビジネスニーズに対してきめ細かく対応していきたい。そうい
うきめ細かいニーズへの対応と、ハードコア、制度そのものの改革が両輪となって、
本当の意味の経済活性化が実現すると確信している。 

   ３ページの表について。規制改革会議と諮問会議で、相当重複するテーマが取り
上げられている。従って、これを連携強化することにより、その効果も非常に大き
いのではないか。我々が、マクロ政策を決定する諮問会議から具体的なテーマをい
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、
キャッチボールを頻繁に行うことより、大きな効果が期待できる。 

   規制改革会議では、いろいろなテーマを各省庁と折衝するが、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、言い合いになって一歩も
動かない。大きなものがなかなか動かない。規制改革会議の限界であり、これまで
骨太のものになかなか触れられなかった原因である。こうした壁を突き破っていく
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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。その点については、本
質的な問題なので、もし可能ならばまた、整理して御検討いただく機会をも持たせ
ていただきたい。 

（石原臨時議員） 私の資料は閣僚懇でも報告した。日本経済団体連合会から５月にやる
よう言われた 114 項目のうち 50 項目を規制改革できた。９月の前半に塩川大臣から
電波法に関連して話があったが、片山大臣のリーダーシップでうまくできた。 

   例として、鉄道系の非接触型ＩＣカードは、これまでは駅ごとに、改札口を一つ一
つ申請しないと許可が出なかったが、９月から無線局開設手続を簡素化したことで一
挙に広がった。手続簡素化の前にも、あるスーパーマーケットは 1,200 もの申請をし
カードをつくって、キャッシュレスで物が売買できるようにした。カードは薄く、耐
用年数は７年と言うが、何年でももつ。香港が一番先に入れて、次のシンガポールで
も 3,000 万枚ぐらい出ている。中身はメード・イン・ジャパンなのに、規制があって
日本では使えなかった。 

（奥田議員） 宮内会長から御報告をいただいたが、規制改革の重要性と、強い抵抗への
いら立ちは有識者議員も共有している。より早く、より大きく、よりわかりやすく進
めることが重要だ。何より、規制改革は経済活性化に不可欠で、総合規制改革会議と
諮問会議が密接に連携をとって規制改革を進めるべきだ。こうした観点から、今後は
節目節目に宮内会長に御報告いただきながら、諮問会議でも定期的に規制改革の集中
討議を行う必要がある。総合規制改革会議では 12 月までに答申をまとめるが、その
前に宮内会長に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。 
特区については通則法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

規制を特区の対象か、全国一律で実現させるのかを早目に各省庁に意見表明をしても
らうことが重要だ。 
また、医療、福祉、教育、農業といった官製市場の民間開放は、公共事業が減少す

る中で地域の新たな雇用を創出するために重要だ。10 月末の各府省からの集中ヒア
リングの対象に加えるべきではないか。 
いずれにしろ、総合規制改革会議については、諮問会議でも一生懸命にサポートし

たい。 
（牛尾議員） 規制改革で、特に特区には非常に地方からの反応が強く、既に報告があっ

たように 426 件もの提案が出た。もう一度３月末ぐらいに第２次募集をしたい。 
   21 世紀型の経済活性化は、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、特区が地方の活性化に最も有効だ。各地区が１つずつ特区的なものを持って、個
性的な活性化プログラムを持つことは大事だ。地方に特区を指導していくような形、
これから始めるところへの相談体制の整備によって地方の活性化が始まる。 

（平沼議員） 規制改革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大
きく貢献する。電力、ガスの競争環境の整備など、引き続き聖域なき規制の見直しを
行いたい。官製市場の民間開放は民間主導の経済発展を実現していく上で最も重要。
構造改革特区は規制改革の突破口。当省関係の規制の問題に関しては原則満額回答だ。
総合規制改革会議と連携し、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
組むことが必要だ。 

（竹中議員） 具体的提案として、実効を持たせるため節目節目で宮内会長に定期的に来
ていただいて連携を深める体制をとってはどうか。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、その際に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を加えるべきで
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はないか。更にその相談体制について。 
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ことに関しては、是非

その方向で進めたい。相談体制については、島田特命顧問が部分的にやっているが、
私の方で官房長官と石原大臣とも相談して、案を諮りたい。 

   官製市場の民間開放についても集中ヒアリングのテーマに加えたい。 
 
○税制改革について 
（竹中議員） 次、税制改革について。石会長からご報告をお願いする。 
（石税制調査会会長） ５月 30 日に御説明したときは、「あるべき税制の方針に向けた基

本方針」を６月中旬に出すと申し上げた。その基本方針をベースに、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５項目の
指示があり、これらを踏まえて対話集会を行い、中間整理をまとめた。 

   資料の最後の図表に、あるべき税制の基本方針が整理してある。基本的な考え方で
は、首相指示の５項目に下線が引かれ、増減税混じり合ったスキームになっている。
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、法人関係では外形標準課
税の問題と、研究開発投資あるいは設備投資等の減税。消費税は来たるべき将来、税
率を引き上げるならば、納税者の信頼を勝ち得るべく益税を解消するため、免税点制
度と簡易課税制度を見直す。それから、生前贈与を円滑化するため、相続税、贈与税
の一体化措置を入れる。同時に、相続税そのものの最高税率の引下げ、あるいは基礎
控除引下げ、つまり課税ベースの拡大。 
このあるべき税制の基本方針を国民的な議論にということで、対話集会の第２ラウ

ンドを５回開催した。833 人の参加者があり、これについてアンケート結果が出てい
る。 
来年度の税制改革だけでなく、10 年、15 年先のあるべき税制を考えれば、各税制

について、景気対策を中心にした減税の結果、税の中に様々なひずみなり穴が空いて
おり、それを修復しないと、今後の少子高齢化あるいは借金漬けの国、地方の財政を
前提とすれば、絶対に必要な税収が上がらない。修復したい。その意味で、基幹税た
る個人所得税と消費税を改革しなければいけない。固定資産税以下、土地税制、住宅
税制、金融税制等々についても集中的に審議したい。 
最後に、短期的な問題として何を議論しているか簡単に触れたい。小泉首相にいた

だいた５項目には、増税と減税の部分がある。当初は個人的には増税、減税の組み合
わせは単年度の税収中立でいいと思っていたが、最近の経済情勢から先行減税の話も
出て、首相から直接に多年度税収中立という形でパッケージを考えてくれというご指
示もあったと聞いている。その意味で、小泉５項目を中心に、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。 

   ただ、減税の規模や、増税との組合せは政治的な決断の問題で、税調としては具体
的に議論はする気もないし、能力もない。ただ、社会保険負担が 2.5 兆円増になると
いう意味から、先行減税の意味はあり、規模や組合せ等々、ご指示をいただけば具体
的な制度設計をしたい。 
 ただ、１つだけ念を押したいのは、減税財源を明示的に具体的な項目で埋めていた
だきたい。多年度税収中立で、当然に税制の中で処理しないといけない。有識者議員
のご提案とはそこが違う。税の自然増収や歳出削減で減税財源を補えといっても、不
確実性の高い税収で、出てこないかもしれない。それでは多年度税収中立の本来の姿
勢は実現されない。 

   長い目で見ると日本経済、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
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ているが、小泉構造改革の一環として、税制の中であるべき姿から将来幾つかの負担
増の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とパッ
ケージでできることに関しては、景気回復、あるいは財政の健全化に資すると考え、
積極的に支持はしたい。 

（吉川議員） 有識者議員４名で、税制改革についての考え方をまとめた。 
税については、中身の議論がないのに規模の議論はできないという考え方もある。

しかし、それはためにする議論であって正しくない。財政は歳出・予算、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。そのうち２つを決めれば残り
の１つは自動的に決まる。予算については来年度、全体としては抑制ぎみに運営する。
歳出の中身には非効率な部分があり、12 月まではできるだけ中身をよくするのが課
題と既に決まっている。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の規模を小さくすると、財政再建には目先は近くなるが、
我々は急がば回れと考えているということを前にお話しした。 

   具体的には、マクロ経済の動きと歩調が取れるようなペースで、財政再建をやって
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だが、経済がへたって
しまっては困る。経済は「改革と展望」で政府は一つの想定をしている。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のは日本人にとって好ましいのは言
うまでもないが、世界のＧＤＰの６分の１を占める日本経済が低迷することは世界全
体にとっても困る。政府として持続的な成長経路にできるだけ早く戻すことが重要な
政策目標になる。 

   「改革と展望」で展望している日本経済の見通しだが、来年度についてはデフレの
問題もあり、名目ＧＤＰが「改革と展望」で想定している経路に戻るか、現状は厳し
い状況だ。そうした中で、政府として歳出は抑えるとして、歳出のカット及び社会保
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。 

   財政を通して負荷を与えながら「改革と展望」で展望している成長の経路に戻すた
めには何が必要か。そこで減税の規模にも当然言及しなければならない。我々は３つ
のケースを考えた。先行減税をいろいろな人が言っているが、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ケース１だと経済の浮揚効果として全然だめ
だ。恒久減税と恒久的な増税を組み合わせる場合、政府で現在言っている「１兆円を
超えるぐらいの先行減税」の規模だとどうなるか。これは最初のケースよりはいいが
不十分だ。ＧＤＰ比 0.5％を超える２兆 5,000 億円以上の減税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負荷を少し打ち消すということが可能になる。 
減税の規模については財政再建のペースと合わせ政府として最終的に総合的に判

断されると思うが、こうした情報を十分に考えに入れていただく必要がある。 
   恒久減税の中身については法人税率の引下げが必要と書いている。なぜ法人税率の

引下げが必要という説明も添付してある。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ある。しかし、経済が長期的に低迷して一番困るのは
弱者であり、経済が持続的に成長することで潤う人も弱者である。経済を持続的な成
長経路に戻すことが何よりも重要で、そのために法人税率の下げというのが一つの有
効な手段になる。 

（平沼議員） 有識者議員の資料にも述べられているが、株価が予想外に低迷しており、
日銀も政策を打っていただいた。米国経済への不信感も考えれば、米国経済に左右さ
れない自律反転に向けた抜本対策が当然必要だ。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負担の増加が予想される。厳しい中、短期、中期、長期の経
済運営をにらんで、従来よりも思い切った規模での先行減税は必要だ。 
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   即効性のある政策減税、アメリカのプロパテント政策の中で非常に効果が上がった
研究開発減税やＩＴ投資減税などで思い切って１兆円を上回るぐらいの規模でやっ
たらどうか。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と考えており、地方も含めた法人全体にかかる課税
の軽減や証券税制の思い切った簡素化も検討すべきだ。対策の内容、何を恒久措置と
し、何を時限とするか、引き続き議論して思い切った形でやるべきだ。 

（塩川議員） １つ矛盾を感じるのは、有識者議員資料１ページの下から５行目に「平成
15 年度においては公共投資の削減、医療費の自己負担----などにより、公的部門が
ＧＤＰの１％以上のマイナス効果を及ぼす」とある。概算要求の基準を決めるときに
ここが一番難しく、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が、
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、公共事業に関しては３％、
それから裁量的には２％が大体限度のような形だった。 

   それから、今度の税制や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
れない。歳出予算をどんどん削って、持っている財産を売って税源をつくったらどう
かとおっしゃるが、なかなか容易でない。やろうと思ったら、本当に法律等いろいろ
改正しなければ追いついていけない。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らないと賄い切れない。歳出削減だけではとてもやっていけない。 

（石税制調査会会長） 吉川議員のお出しになった問題と政府税調の考えとでは、２つ大
きな点で違っており、我々サイドからご説明をしたい。 

   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
に対し、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。ここは大きな違いだ。自然増収でも経済活性化がどのぐらい出るか分から
ず、歳出カットも当然財政赤字に回すべきで、何でカットするかという明示的な数字
がないと、歳出、歳入のバランスから見て多年度税収中立にはなりにくい。 

   もう１つは、法人税率でやるか、研究開発でやるか。恒久的か一時的かという区別
は個人的には意味がないと思う。恒久的と言っても数年たてば制度改正で変わってし
まい、逆に時限的、一時的といっても何回も繰り返して現状の制度が温存されている。
今の時点で恒久が増税で一時が減税という組合せは５、６年先を見たら何の意味か余
りわからない。研究開発だって長い目でやらなければいけないから、これは恒久でや
ってもいいと思うし、この区別からどうこういうことは余り生産的な議論ではない。
2010 年にプライマリーバランスが黒字化となれば、今から５、６年先というのは税
収が伸びていかなければいけない時期で、その議論も考えるのならば、あえて余りこ
の議論はしても仕方がない。 

（片山議員） 有識者議員は減税の財源は、歳出削減と自然増収だというが、これは禁じ
手ではないか。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、公共投資は
全額建設国債で財源にならない。社会保障は、今も医療保険等の見直しで国民負担が
増えるが、削減分を企業減税に振り向けることに国民的な理解が得られるのか。地方
財政は国の歳入、歳出と一体で結果としてのもので、あらかじめ削減できない。そう
いう意味で、無理がある。 

   法人税率を下げても設備投資その他に回るのか。今までの結果では債務の圧縮に回
っている。それをどう考えるか。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
切って見直すことの方が現実的ではないか。恒久減税、臨時減税といっても、定率減
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税はもともとは一時的で、今日まで続いている。 
   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がうまくいかず、財政赤

字を膨らませてきたというのが過去の教訓だ。そこを慎重に総合的に考える必要があ
る。 

（本間議員） いろいろ御指摘をいただいたが、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いる。塩川大臣からご指摘のとおり、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。これは実はマイナス
1.2 程度の寄与だが、それを民間のプラス 1.2 程度の寄与で相殺をして、外需のとこ
ろでプラス 0.6 と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で論理構成をしている。全く経済と財政を独立して議論している
ということでなく、2010 年代初頭にプライマリーバランスがどういう形で黒字化し
ていくかも視野に入れ、全体のマクロバランスを考えている。その意味で一時的ある
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を図表に
示しているわけですので、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
てご理解いただきたい。 

   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。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言っている。また、先程の塩
川大臣のご指摘については、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、ずっと後が続く。 
さらに一つ。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絵を描いている。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る。当然、経済が潜在成長率に沿ってい
けば自然増収という形で税源が担保されるということだ。 

（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ない。 
（本間議員） もちろん政府のバランス全体を考える。 
（片山議員） バランスではない。大きいものは公共事業と社会保障と地方財政で、あと

は教育と防衛費だ。公共事業のお話をされるのなら一つも財源は出ない。 
（竹中議員） 今の議論は何を基準に議論するかによる。有識者議員はベースラインとし

て「改革と展望」を基準にしている。 
（本間議員） もう１点。我々は増税を否定しているのではなく、一時的な部分は一時的

な部分、恒久的な部分は恒久的な部分でバランスを取って、期間を設定して中立的に
やろうと提案しており、「改革と展望」の期間においてどう判断するかも詰める必要
がある。今後の予算の推移を念頭に置きながら、単年度の改革の中身を吟味していく
のがオーソドックスなやり方だ。 

（塩川議員） その考え方は、増減税を並行してやっていいということは是認されるね。 
（本間議員） はい。 
（塩川議員） 減税先行だからと減税だけやるのは駄目だと前から言っている。ある程度

並行して、場合によっては減税が先行してくることでお願いしたい。 
   それから、法人税率の引き下げを言われるが、今の法人の赤字の累積が 93 兆円。

93 兆円も赤字を抱えている企業が、法人税率を少し下げても追いついていけない。
要するに、法人税の減税は関係ないという人がたくさんいる。 

（片山議員） そうだ。７割は関係ない。 
（牛尾議員） 75％は税金を納めていない。 
（塩川議員） だから、私はもっと有効なところで減税をと言っている。それが設備と研
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究ということだ。 
（竹中議員） 技術的な混乱がある。利益を出していないところにどんな減税をやっても

効果は同じなはずで、法人税だから意味がないという議論は論理的におかしい。 
（石税制調査会会長） 課税ベースの７割が外れ、３割分やっても効果は薄い。赤字法人

でも使えるような減税を考えたらいい。恐らく研究開発なり設備投資をやって、欠損
繰越などを使っていく方が遥かに効果があると思う。 

（牛尾議員） 前提条件が少しおかしい。本来、赤字法人は 50％以下であるべきだ。も
ちろんゼロが一番いいが、今の 75％を肯定した議論はおかしい。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間違ってい
る。日本経済の成長のエンジンとなって税を払っている企業が益々活性化することが
日本全体を浮揚させる。経済活性化のための税制は、税金を払っている企業や個人が
益々活性化することから始めないと社会全体は活性化しない。現在、赤字のところも
利益を出し、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。 

（塩川議員） 現在の黒字企業は中国とか東南アジアに出て行って儲けている。法人税率
を下げても外に行って儲けてしまう。そうでなく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るというふうにしたい。 

（牛尾議員） 利益を出している企業経営者が減税された部分をどう使うかという英知は、
政府が考えるよりも遥かに高い。しかも、日本の経営者は割と愛国心が強い。問題は、
黒字企業をどう増やすかということだ。そういう刺激を与えるために４つの提言をし
ている。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駄目だ。 

（奥田議員） 平均的な会社は牛尾議員と同じ考えだ。現在、75％は払ってないが、長期、
中期で考えれば法人税率の引下げは活性化の大きな要因になると思う。 

（塩川議員） そういう状況になれば法人税率を下げたらいいと思うが、今の状況では難
しい。 

（牛尾議員） だから、もっと税を下げて皆がきちんとするようにすればいい。 
（片山議員） やはり投資減税などの方が効果的だ。 
（本間議員） 企業がどういう形で設備投資行動をするか、雇用を生み出すのかは、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を計算しながら企業戦略が練られる。その際に、３
年間の設備投資減税には設備投資を実施するタイミングの前倒し効果があるかはわ
からない。しかし、中長期的な計画を立てるときに税率を恒常的に下げるとどうなる
か。儲かっても借入金を返済するだけになるかもしれないが、キャッシュフローで早
く負債を返済した場合は、３年後、５年後には設備投資に結び付いてくることもある。
短期的にこの問題を需要面からのみとらえると大きな問題が残る。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、企業が国際的な競争をやっている状況では、どう国内に投資をし、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は工場立地
等の選択肢に入ってくる。 

（塩川議員） その選択肢の要因は少ないと思う。むしろ人件費と土地代だ。 
（竹中議員） これまでの議論をまとめたい。２点を詰めなければいけない。 

１点目は財源の手当てをどう行うか。これは、「改革と展望」の見直しをどう行う
かという議論にもなる。引き続きこの場で議論しなければいけない。 
２点目は減税の中身。これは効果の問題であり、次回にシミュレーションも含めて

どういう効果があるのか議論をしたい。今日の議論は若干技術的なところですれ違い



 

 13

があった。その整理も私なりに是非させていただきたい。 
（塩川議員） 整理するときに１つだけ大事な条件がある。それは、政治問題が絡んでい

ることを念頭にしてもらいたい。個人の所得税は増税になって、儲けている企業の減
税をする。こうなった場合の政治判断も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。 

（竹中議員） わかりました。御指摘のとおりだと思います。ただ、規模については、吉
川議員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やるべきという議論
があり、石会長からは税調でやるべき問題ではなく、マクロ的な議論をして最終的に
政治的決断をしてくれという話があった。これは諮問会議でしっかり議論をして、政
治的な決断をする。それが一応の分担だと思う。 

（奥田議員） 税制の話と少し変わってしまうが、私は国民全体が自分の家計を一遍見直
すべきだと思う。家計の中でどういう支出をし、どういう収入が入っているか。特に
支出は塾の費用などにも凄いお金が出ており、他の国にはないような支出がある。や
はり標準的な家計支出を外国と比較してみてはどうか。 

（竹中議員） 総理から、生活維新について、まず生活の面から政策も考え直せというお
話もいただいており、今のような問題意識も反映させるように努力をしたい。 

   また、総理が昨日の講演会で 10 月、11 月は税制の具体論をやり、結論は 15 年度
予算に反映させることを明言しておられる。今後はそれに向けて議論を深めたい。 

 
○金融システム改革（政策金融、中小企業金融）について 
（本間議員） 我が国の政策金融は非常に比重が大きく、90 年代以降は景気対策にも対

応したため、極めて増大傾向にある。かつ、資料の最後のページ（参考）にあるよう
に、2000 年度末計画残高ベースでは政策金融に 144 兆円、うち 115 兆円は郵便貯金
から注ぎ込まれている。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。この抜本的な改革をすべきだというのが我々の考えだ。 

   政策金融はもともと公益性という問題と、リスクの評価という問題があり、資料４
ページで、公益性と金融リスクの評価困難性を分類している。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だが、民の活動
領域に公的政策金融が結果として拡大してきた。もう一度チェックするためには公益
性をきちんと再評価をすることと、リスクの評価をやっていくことが必要だ。 

   資料２ページの「改革の進め方」であるが、「官から民へ」、「民間にできることは
民間に委ねる」ことを前提として、これまで当然視されてきた「長期、固定、低利」
が政策金融の存在理由だということにはならないことも確認する必要がある。そして、
「機能の廃止・見直し」でも政策介入の範囲で手段、機能を抜本的に見直し、統廃合
も含めて合理化を図っていく。最終的には外国に準ずる質、規模にすべきだ。また、
政策金融に代替する手段のコストベネフィット・パフォーマンスの比較であるとか、
ＰＦＩ・ＰＰＰで官民協調体制というものが考えられているが、この場合でも真の民
間資金の活用が一層推進されるべきだ。それから、金融の手法が非常に進んできてお
り、これらも積極的に採り込んで政策金融の土台から見直すことが必要だ。 

   「組織の整理・統合」では今の考え方に従い進めるべきであり、経営責任でもこれ
までのような閉鎖的な人事体制でなく、民間人登用も含めた適材適所による組織・形
態、経営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最善を尽くす必要がある。 

（平沼議員） 資料「中小企業金融について」の１、２ページは政策金融の中小企業の実
施状況だが、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な
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いよう努力をすることが経済活性化として必要だ。「セーフティネット貸付・保証」
等の利用状況では、こういう厳しい中で大きな実績を上げている。前回、塩川大臣か
ら特別保証制度について心強い意見があったが、資料にあるように既に約１兆 3,000
億円の代位弁済が発生している。 

   ２ページの「保険収支の現状と対応」。信用保証制度を支える保険制度は、大幅な
赤字になっており、当分の間、大幅な資金不足が想定される。従って、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中小企業対策として急務だ。 

   ３ページの「今後の中小企業金融政策について」。今後も中小企業にとっては厳し
い金融経済環境が予想される。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。また、中小企業が円滑に退出できるように環境整備も進めていきたい。 

   政策金融について。資料「政策金融改革の基本的考え方」を見ていただきたい。ま
ず政策金融の役割としていろいろ指摘があるが、現下の厳しい状況下での役割をきち
んと認識すべき。また、民間金融機関が正常化した将来の役割、その過程でリードし
支援する役割を明確に区別して議論することが必要だ。 

   政策金融もいろいろな分野がある。各々の特性等を十分に踏まえ議論すべきであり、
全部十把ひとからげで議論すべきではない。担当大臣の考えも十分聞いてほしい。 

   なお、現在、中小企業、金融には万全を期すべき時期であり、この場の議論が足下
の対策に支障を及ぼさないよう十分配慮をしていただきたい。昨年末の政府系金融機
関改革の議論では、商工債券の金利が上昇し、その資金調達コストの上昇が懸念にな
った例もあった。 
民間議員の意見は、大きな方向では異存はないが、今の厳しい状況では、今申し上

げた考え方を元に議論をしていただきたい。 
（石原臨時議員） 資料「政策金融機関の改革について」。政策金融の問題点、なぜ改革

が必要なのか。我が国の政策金融の 99％以上が直接貸出。欧米と比べ、保証などが
非常に小さい。そして、ほぼ全ての分野が対象であり、複数の機関が同じようなこと
をやっている。民間シンクタンクの試算では、民間金融より 0.6～0.7％程度資金調
達が有利で、当然貸出金利が有利になっている。また、ディスクロージャー・ガバナ
ンスが不足している。そして、不況時に増加したボリュームが好況時でも持続して伸
びている。何故かというと、総理のご持論であるが、郵貯・簡保の存在が大き過ぎて、
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の実はない。 

   それから、中小企業の問題。中小企業と言っても、いい中小企業や超零細企業が一
緒くたに議論されている。一方で民間金融機関もリスクを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だ。それと銀行側からは、
マニュアルを厳格にやると、海外に債務があるような企業にはなかなか貸せないとい
う話を聞いた。私の知っている中小企業は、全世界の７割のシェアをもっているが、
借金が外にあるために民間金融機関が貸してくれず、メインバンクが政府系金融機関
という例が実際にある。中小企業の円滑な資金調達には、さまざまなご努力を平沼大
臣が行っており、売掛債権も最近ボリュームが増えてきたが、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が必要だ。また、ア
イデアであるが、24時間以内に貸出し可否を決定するシステムをつくってはどうか。
中小企業は切羽詰まった貸出しを望むことが多い。ご検討をお願いしたい。 
 さらに、どのような改革が必要なのか。ポイントとしては、多様な政策金融のそれ
ぞれの分野に応じ、対象の絞り込み、手法の再検討をやらなければならない。政策金
融機関以外にもいろいろな特殊法人が 20 ぐらい同じような仕事をしている。既存の
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枠組みにこだわらない組織業務の徹底的な見直しが必要だ。先ほど調達の話をしたが、
市場原理を働かせるため、市場からの直接調達も徹底しなければならない。ガバナン
スの問題もしかりだ。しかし、このデフレ状態は非常時であり、平沼大臣のご指摘の
とおり中小向けの業務は維持せざるを得ないと思う。だからと言って改革をやめろと
いうことではない。ボリュームを急激に減らすことはできないが、総与信を減らさな
い前提での業務の効率化、組織再編はできる。年末までに再生案をつくる必要がある。 
政策金融が民間対応の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

るが、民間が取って代われるところも引き続いて政策金融がやっていくところに問題
があり、そこをバトンタッチできる仕組みをつくっていく必要がある。 

（塩川議員） 民間議員の案はよくできている。要するに、やはりどうしても必要な部分
がある。例えば、国民金融公庫の零細企業への融資は民間ではできない。ああいうも
のは特化しないといけない。 

   政策金融の議論は、諮問会議等でこういう方向でまとめろと言った方がわかりやす
い。議論したら幾らでも言い分はある。民間金融機関も私が所管している政策投資銀
行のことにいろいろ言ってくるが、関西のテーマパークでも都心の地域開発でも、政
策投資銀行が 10～15％融資するとなるとやりましょうとなる。民間銀行もそういう
癖がついてしまった。それを直すためにも４、５年はかかる。私は３年でも５年でも
いいからこの方向でまとめろと言ってもらった方がやりやすい。 

   今後は、保証業務を中心に置くのが一番いいと思うが、直接融資などもなかったら
呼び水にならず他がついてこなくなる。そういう意味ではいいのではないか。 

（柳澤臨時議員） 最初の今後の経済動向等の議論の中で、有識者議員提出資料「最近の
経済・金融情勢について」の「３．」の趣旨がよくわからない。括弧にある御批判も
納得しかねる。説明に努めたい。 

   それから、「４．」等については参考にさせていただいて、私どもの課題の不良債権
処理の加速について、他のいろいろな施策も検討されているようなので、内閣全体の
タイミングを合わせて、できる限りの施策を取りまとめたい。この中の（５）の産業
再生は、かねてから重要なポイントだと思っていた。不良債権の貸出し先については
再建計画を立てて、それに合わせて金融支援をしているわけだが、債権者としての金
融機関からすると、貸出先一つ一つについてその再建計画の合理性を判断しているが、
その業界全体を見ると、整理が進んでおらず数はほとんど減っていないという状況が
ある。金融機関からは合理性があるとしても、全体として業界の整理再編が進んでい
ないことがある。これについても検討する場が必要だということであれば、検討して
いただけるとありがたい。 
政策金融については、民間金融機関にいろいろ問題があるという指摘もあったが、

マーケットメカニズムから言えば、リスクがすごくある場合に融資が止まるのは当然
だ。融資されずに放置されては困るところに政策金融がいくことだろうと思う。余り
取れもしないリスクを取れ取れと、強要していくというのは誤りだ。もちろん我々の
金融検査マニュアルが悪用、乱用、誤用されていることは気をつけていきたい。 

（片山議員） 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。その
ポイントは資金調達。地方団体がやっている公営企業、例えば病院や交通事業、また、
上下水道などに一定のルールで貸すことが決まっている。問題は調達で、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、市場では調達できない。そこで、金融
機関をつくって一括で政府保証を付けてもらって市中から資金調達を行っている。一
括して大きなロットで出しているので、手間もかからず、コストも安くなり、民間の
方も歓迎している。融資の問題がない調達が中心の機関であり、国からは一銭の援助
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も補助もない。政府保証だけ付けてもらっている。私は地方全体の共同法人にしたら
いいと思うのだが、そうすると政府保証が付けられないとか議論がある。ほかの金融
機関との並びでお考えいただかないようにお願いしたい。 

   それから郵貯、簡保の話が出たが、ご承知のように来年４月から公社になる。郵貯、
簡保は昨年４月から自主運用しているが、資金運用部に大分貸してまだ返ってきてい
ない。あと７年かかる。現在、何分の１かを自主運用しているが、法律できちんと仕
組みや手続を書いている。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、今後、そのあり方も議論される。 

（速水議員） 先月の会議で政策金融について考えを述べたが、３点を特に申し上げる。 
 １つ目は、官業は民業の補完に徹するという原則に基づきやっていただきたい。 

   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
とか利子補給を基本に実行していく方がいい。 

   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
ればならないが、可能な限り早急にその工程を明確にしていただきたい。 

   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いる。これに公的保証を活用していけ
ば、証券化市場の育成や中小企業金融の円滑化や民業の活性化に寄与する。同時に、
ディスクロージャーの充実といった点で費用対効果の評価を的確に行っていくこと
が大切だ。 

（平沼議員） 速水総裁の御意見は将来像としては理想的だが、現下の厳しい経済状況の
中で、政府系金融機関が果たしている役割は大きい。きちんと段階を分けて議論をし
ていただきたい。 

（牛尾議員） 政策金融のあるべき論に関してはほぼ合意ができたと思う。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、中小企業向けのリスクの高い
ものに対しては融資する能力がないということ。 
中小企業金融公庫や国民生活金融公庫では、金利決定の自由がないようだ。財務省

と経済産業省等が持っている。リスクファイナンスに基づいて民間銀行に断られたも
のを政府系金融機関が融資するというのがアメリカの州などではあるが、ここが一番
有利だから初めからここにきてしまう。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、非常に低い。リスクファイナンスで現場が自由に金利
を動かすようにすれば、両方とも 650 から 700 億円ぐらいの赤字を財政で補填してい
るが、たちどころにゼロになる。やはり黒字経営をするべきであり、金利を現場の自
由にする。これは全体の銀行にも言えるが、金利の自由がないところに問題がある。
財務大臣並びに経産大臣がよくお話になって欲しいと思う。 

（竹中議員） 簡単に締めくくると、有識者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ことで概ね合意があろうかと思う。 

   留意すべき問題は、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。先の話だが、問題意識としては大変重要だ。 
また、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が、意外と盲点

で議論されていない。それを議論することもどこかで行わなければいけない。あとは、
大枠だが経営の自由などをどうに考えるかということ。 
次回までに皆さんの意見を取りまとめ、最終的な案を提示して、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。 
（塩川議員） 政府金融では石原大臣が言われたように財政投融資との関係をきちんとし

ておかないといけない。 
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（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。 
では、概算要求について、塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 14 年度並みの財政規模にするならば、要求・要望総額約 86 兆 8,000 億円
から、５兆6,000 億円査定で削らなければいかない。５兆 6,000 億円をどこで削るか
ということだが、一般歳出では公共投資３％、裁量的なもので２％。大体２兆 7,000
～8,000 億円ぐらいは削れるが、あと３兆円ぐらいが地方交付税や国債費にしわ寄せ
がくる。よく話をして一般歳出の方でも削れるところは削りたい。 

（牛尾議員） 今年度よりも歳出は下がるわけですね。 
（塩川議員） それをやろうとするとしんどい。 
 
（竹中議員） 最後に、総理から御発言をお願いします。 
（小泉議長） 今日は重要な議論ばかりだった。今後、論点整理が大変だと思うが、取り

まとめに向けて、あるべき姿、現状、過程を詰めて、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。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
                            （以 上） 

 


