
平成 14 年第 28 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 28  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 10 月７日（月）16:33～18:11 

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 金融担当大臣 

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 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

(1)政策金融の抜本的改革に関する基本方針のとりまとめについて 

(2)「４つの改革」（金融システム、税制、規制、歳出）の加速について 

(3)その他 

３．閉 会 

（配布資料） 

○政策金融の抜本的改革に関する基本方針 

○金融分野緊急対応戦略プロジェクトチームについて（竹中金融担当大臣提出資料） 

○４本柱の総合的政策対応の加速（有識者議員提出資料） 

○平沼議員提出資料 

○有識者議員提出資料（法人税関係部分）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28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。 
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内閣改造後初めての会合でございます。これまでと同様に活発な御議論をお願

いしたいと思います。 

まず、今日の議事ですけれども、最初に、前回御議論いただきました「政策金

融の抜本改革に関する基本方針のとりまとめ」をお願いしたいと思います。その

上で「４つの改革」（金融システム、税制、規制、歳出）の加速について審議を

いただきたいと思っております。 

○政策金融機関について

（竹中議員） それでは、まず「政策金融の抜本的改革に関する基本方針のとりまと

め」について審議いたします。これまでの審議を踏まえ、案を配布資料のとおり

とりまとめましたので、御発言があればお願いをしたいと思います。各関係省に

は事前に御相談をさせていただいた結果のものをお配りをしております。何かご

ざいますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、「政策金融の抜本的改革に関す

る基本方針」を原案のとおり、諮問会議としてとりまとめたいと思います。政策

金融に関しまして、総理から御発言をいただくことになっております。 

（小泉議長） 	 既に基本方針のときに議論がありましたけれども、個別の政策金融機

関の改革を進める必要がある。年末に向けて、この改革案をとりまとめていただ

きたいと思います。また、この所管大臣におかれましては、大臣としてリーダー

シップを発揮して、各政策金融機関を抜本的に見直すための積極的な取り組みを

お願いしたいと思います。 

○4つの改革の加速について

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは次のテーマの「４つの改革」の加速について議論したいと思います。 

まず、「金融システム改革」について、金融担当大臣として御説明をさせてい

ただきたいと思います。お手元に資料がございますけれども、これはプロジェク

トチームに発表した資料でございまして、少し今どういうことになっているのか

ということを正確にお伝え申し上げたいと思います。 

総理から、不良債権処理の加速をしっかりと行えという御指示をいただきまし

て、まだ１週間ではありますけれども、プロジェクトチームを立ち上げまして、

１か月程度をめどにアクションプログラムをつくるという方針を出させていただ

きました。いろんな御議論があろうかと思います。もっと早くやれという意見も

あれば、こんな大きなことを１か月で決められるのかという御意見もあろうかと

思いますが、10年間日本を悩ませてきたこの問題に対して既に幾つかの議論もな

されている。それを実際に何をやるのかというアクションプログラムの形で１か

月をめどにまとめてさせていただくというふうな方針を立てた次第であります。 

それに当たりましては、やはりこれは金融庁にしっかりとやっていただかなき
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ゃいけないということでありますので、金融庁長官、それと３局長をメンバーと

しまして、もちろん大臣、副大臣がメンバーでありますが、それに民間からもメ

ンバーを加えました。民間の声を聞けと、市場の声を聞けというふうにいいます

が、市場の声は実に多様でありまして、非常に多様な意見を持った方を集めたつ

もりであります。ここはその意味ではクローズドな会で一気に戦略を練って発表

させていただきたい。間に一度だけ中間報告をさせていただきたいというふうに

思っております。 

これに関連して一言申し上げますけれども、ここのところ、金融に関する議論

が新聞に報道されるわけですけれども、私自身はまだ何も決めておりませんし、

何も言っていないのでありますけれども、強く何かを否定しない限りは、そうい

うふうに思っているとか、そういう類の記事がどんどん踊っておりまして、これ

が本当に行き過ぎますと、マーケットに不測の事態を与えることもなりかねませ

んし、実は広報室を通じまして、適正なる報道をしていただきたい旨、今日、正

式に申し入れをいたしたところでございます。こういうことを皆さん方は常に経

験しておられることであるとは思いますが、引き続き、その情報についてはしっ

かりとこちらのほうも管理をしていきたいというふうに思っております。 

もう一点報告をさせていただきます。ペイオフについては様々な議論がござい

ましたが、総理とも御相談の上、金融改革を加速するに当たって、平成16年度ま

でにこの不良債権問題を解決するということでございますので、様々な要因を考

慮の上、ペイオフの解禁を２年間先の方にずらすのがよいのではないかというふ

うに私自身判断をいたしまして、総理からの御了承もいただいたという次第でご

ざいます。この点についても御報告を申し上げたいと思います。 

それに関連して、次は経済財政政策担当大臣として発言をさせていただきたい

のでありますけれども、この不良債権処理の加速というのは、言うまでも大変重

要な政策ではありますけれども、それに伴って生じる可能性のある問題に対処す

るために、今こそ金融システム改革とデフレ克服に向けて政策手段を総動員して

当たる必要が生じていると思っております。「４本柱の改革」というのは、まさ

に軌を一にするものでありますけれども、私としては、今月末に予定しておりま

す金融戦略対応の中に、そういった政策の総動員の姿が明確に国民に見えるよう

にするために、関係各省、関係大臣にぜひとも御協力をお願いしたいというふう

に考える次第であります。 

後ほど「４本柱の改革」については民間議員からいろんなお話があるというふ

うに思いますけれども、議論すべき項目としては、まずマクロの項目として、先

行減税の規模をどのようにしたらよいのかということを早急に議論すべきだと思

います。金融政策についてどのように考えるべきかということも議論になると思

います。 

資産市場の対策としては、証券税制をどのようにするか、土地税制をどのよう

にするかというようなポイントが大変重要になるのかと思います。セーフティネ

ット、特に労働市場の問題に関していかにセーフティネットを提供すべきかとい
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う点が大変重要になるのではないかと思います。 

不良債権の裏側にある産業の問題に関しましては、産業調整、産業企業の再生

をどのようにするべきなのか、どのように省庁間の協力ができるかという点が大

変重要かというふうに思います。さらに、規制改革をいかに加速するか。特に特

区の問題をいかに具体的にするかという点が必要であろうかと思います。 

こうした点を踏まえ、私としましては、できれば今月の中ごろぐらいまでに緊

急対応戦略の骨格を明らかにして、そのための議論は、次回11日と17日ぐらいに

なると思いますが、その上で月末のとりまとめに向けて弾みをつけたいというふ

うに思っているところでございます。 

私からの報告は以上でございます。 

「４つの改革」の加速という観点から民間議員からペーパーが出ておりますの

で、お願いいたします。 

（吉川議員） それでは私の方から御説明いたします。お手元の資料「４本柱の総合

的政策対応の加速」と、私ども４名の名前が書いてあるペーパーをごらんいただ

きたいと思います。 

本日も株が下がりました。数日前から活発に金融システムの問題が新聞でも報

道されております。ただいま竹中大臣からもその点についてコメントがございま

した。金融システムの抜本的な改革ということに、社会の耳目が集まる、これは

避けがたいことかもしれません。しかしながら、経済の政策運営としては、私た

ちがずっとこの会議でも主張してきたとおり、金融システムの改革はあくまで４

つの柱の１つということですから、政府として、ぜひとも政策の４本の柱をしっ

かりバランスをとって進めていっていただきたいと考えております。 

   以下、重要な点を簡単に述べさせていただきます。経済の政策に関しましては、

どうしても意見の違いというのが必ず出てくると思います。Ａという意見、Ｂと

いう意見、政府の中でも当然違った考え方があると思いますが、それが違った考

えのままにいつまでも放置されるというのは、そのこと自体が大きなマイナスを

持つと思います。人間の知恵には限りはありますが、今のような事態のもとでは、

政府として、できるだけ早く結論を出して、日本政府全体として、日本銀行と一

体となって政策を進めていっていただきたいと考えております。 

お手元のペーパー、すべて読み上げませんが、重要な点を申し上げます。不良

債権処理を可能な限り円滑に進めていくためにも、デフレへの対応を一層強化す

ることが必要である。不良債権処理の加速を単独で進めるのではなく、竹中大臣

は「政策の総動員」とおっしゃいましたが、まさに「金融システムの改革」、「税

制改革」、「規制改革」、「歳出改革」、この４つの柱を中心として、一方で雇

用対策、中小企業対策等のセーフティネットの充実、さらには金融政策も加えた

総合的な「緊急対応戦略」を早急にとりまとめ、政府・日銀は一体となってこれ

を可及的速やかに実施する必要があると考えております。 

先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、当初は意見の違いがあっても、

できるだけ早くそれを集約して、一体となって速やかに政策を遂行していただき
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たく必要があると考えます。 

「緊急対応戦略」のポイントである「より速く」というのは今申し上げたこと

です。また「より大胆」に、「より分かり易く」ということが基本にならなけれ

ばならない。 

また、「緊急対応戦略」は小泉内閣の中核をなす構造改革と整合的なものでな

ければならない。すなわち「官から民へ」、「中央から地方へ」、「競争促進」

の流れを加速するものでなければならない。例えば今日も株が下がるというよう

なことがありましたが、基本的に場当たり的なことはしないということが１つの

重要な方針、原則であろうと思います。日本経済の将来像、あるべき姿と整合的

な形で政策を考えていただく必要があると考えます。 

それから金融システム改革を加速する上でデフレ克服・経済活性化の主たるエ

ンジンは税制改革、規制改革であります。これによって民間の投資や雇用など、

民間の経済活動を速やかに引き出すということであります。 

２枚目に４本の柱が具体的に書いてありますが、時間の関係ですべて読み上げ

るようなことはいたしません。金融システム改革につきましては、ここに書いて

ありますことは、この会議で我々民間議員が常に主張してきたことであります。

我々としては、こうしたプリンシプル（原則）が金融庁のプロジェクトチームで

も尊重されることを願っております。 

ペイオフの解禁については、先ほど竹中大臣からお話がありました。これは１

つの明確な判断であって、このような形で重要な政策に関して、できるだけ早く

はっきりとした結論を出して、政府としてそれを世の中全体にはっきりさせてい

くことが必要だと思います。ペイオフ解禁の延期につきましては、私どもは支持

いたします。 

次に、税制改革ですが、税制改革は、経済活性化とデフレ克服に大きな役割を

果たすものであります。包括的、かつ抜本的な税制改革に向け、10月中旬に経済

財政諮問会議で「税制改革の全体像」をとりまとめる必要があると考えておりま

す。 

税制につきましては、御専門ですので、本間議員より後ほど補足的な説明をし

ていただくことになっております。 

規制改革でありますが、３枚目、これは先ほども申し上げましたが、規制改革

は現在のいわばプラスの政策、前向きの政策の１つの大きな柱であります。特に

雇用を拡大するという点、この面で規制改革に対する我々の期待には大きなもの

がある。また、しばしば議論になる地方経済の活性化という点につきましても、

主役は規制改革であると我々は考えております。 

こうした認識の下で、「特区」に戦略的かつ速やかに着手して、15年度から順

次実現する必要がある。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、具体的には株式会社の市場参入等でありますが、

これを前倒しして実現する必要がある。また有期雇用、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。 
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４本柱の最後が歳出の改革であります。一般歳出総額を実質前年度以下にする

と同時に、２兆円以上を目標に重点分野に予算配分し、潜在的な民間需要を発掘

することなどを通して経済活性化を促進する。総額は抑制するわけでありますか

ら、この会議で何回も申し上げているとおり、中身をぜひともいいものにしてい

ただきたい。 

「国から地方へ」の原則の下、地方行政財政改革を推進して15年度予算からそ

の成果を反映する。さらに「官から民へ」の原則の下、ＰＦＩや民間委託等を推

進する必要がある。 

初めにも申し上げましたが、どうしても金融システムの改革というところに社

会の耳目が集まりがちですが、経済政策としては４本の柱を常に考える必要があ

る。不良債権問題の処理を加速化する上でも、政策としては、ほかの３つの柱に

ついて十分に手当をする必要があるというのが我々の考えであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。平沼議員からペーパーが、平沼議員からど

うぞ。 

（平沼議員） 私のは２枚紙で、２ページ目に簡単にまとめておりますけれども、今、

基本認識としましては、すべての経済政策のベクトルを経済再生に統一すべきで

あろうと思っております。90年代以降の我が国の経済というのは、言うまでもな

く需要不足で脆弱な状態になっている、こういう認識が必要だと思います。その

中でもお話が出ておりますけれども、不良債権処理を加速することには細心の注

意が必要だと思います。したがって、需要の不足への対応、金融システムの安定

化とこれに伴う影響へのセーフティネットといった諸施策を連携して進めていか

なければならない、こういうふうに思います。 

また産業再生、これは私どもの所管の１つですけれども、具体的に当たっては、

まず金融システムの安定化に向けた不良債権処理の進め方を決めて、これに対応

した借り手側の産業再編、事業の早期再生に向けて産業再生法の抜本改正や必要

な制度整備を金融庁等関係省庁と連携しつつ進めてまいりたいと。明日、審議官

クラスで金融庁と議論させていただくと、こういうことに相なっております。 

それからデフレへの対応ですけれども、これは皆様方認識が一つだと思います

けれども、総合的なデフレ対策、これが必要だと思います。経済の低迷そのもの

の原因が、今申し上げたように需要低迷にあることに加えまして、不良債権処理

を加速した場合は、一方で深刻なデフレの圧力が生じるわけであります。このた

め、経済活性化、需要創出、資産デフレ対策を不良債権処理と産業再生とセーフ

ティネット整備とあわせて総合的なデフレ対策として、パッケージとして打ち出

していくことが不可欠だと思っています。 

経済活性化、そして需要創出でございます。左に書いておりますけれども、需

要や雇用を創出するためには、従来型の公共事業によるのではなくて、潜在的な

民間需要を発揮させることが大切です。 

①ですけれども、税制改正、これは後で税制改革の話が出ると思うんですが、
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そのときまた言わせていただきます。 

それから、雇用の受皿となる新規開業支援の抜本的強化が重要だと思います。

このために、既に昨年の秋の臨時国会で事業計画に着目をして、個人保証も第三

者保証も土地担保も要らない。そういう新規に事業を興しやすい法律を作りまし

たけれども、さらにいろいろな条件整備をして、やっぱり私どもは倍増すると、

2006年では36万社つくりたいと。1社で５人雇うとしても200 万近い雇用が創出さ

れると。そういうことで会社設立のハードルを抜本的に緩和するなど、法律や資

金面に思い切った措置を講じるように事務方に指示をしました。例えば、今、株

式会社の資本金は1,000 万円ですけれども、そういう枠は取り払って、新規に開

業しやすいようにすることも大切だと思います。 

それから、官製市場開放は、今回の目玉となり得るものと思っておりまして、

官製市場の開放を進めるためには、しっかりとした仕組みを構築をし、必要な制

度整備を言うまでもなく行わなければならないと思っています。例ですけれども、

イギリスでは刑務所の建設管理まで民間を活用しています。日本ではＰＦＩ法を

導入したにもかかわらず、実態は建設費の延べ払いにとどまっていると、こうい

うようなことですから、思い切ってやっていかなければならないと思っています。

それから規制緩和についてでありますけれども、規制改革による需要創出とい

うのは、規制改革特区、技術革新を生み出す規制緩和、官製市場開放、これらが

柱だと思います。特に規制改革特区については、各大臣それぞれリーダーシップ

を持ってやっておりますけれども、私も実質満額回答に向けて事務方を叱咤激励

しているところであります。 

それから、技術革新について一言。技術革新につながる規制緩和は、例えば、

将来性が非常に大きく期待される燃料電池の導入、その普及に向けて各省が一致

協力して取り組みを進めておりまして、2010年度には１兆円規模の市場が期待さ

れています。多くの市場でこういった取り組みを、技術について集中的に講じて

いかなければならないと思っております。 

それから資産デフレ対策は、これも議論されているところでございますが、不

良債権処理の更なる拡大を回避するためには、株価、今日は下がっているわけで

ございまして、非常に深刻な問題ですけれども、土地の資産デフレ対策がぜひと

も必要だと思っております。このためには、後で税制で話があると思いますけれ

ども、一連の税制をやっていかなければいけない。 

経済産業省としてセーフティネットの必要性をこの際申し上げさせていただき

たいと思います。不良債権処理の加速化というのは、先ほども言いましたけれど

も、雇用問題、そして貸し渋りを引き起こすという不安を招くことになりまして、

こうした不安に対応するためには、雇用と中小企業のセーフティネットの強化が

絶対に必要だと思います。雇用のセーフティネットに関しては厚生労働省も一生

懸命やっておられますけれども、不良債権処理加速化に対応するセーフティネッ

ト、この第一は、私は雇用だと思います。臨時公的雇用支援の機動的な活用でご

ざいますとか、企業の再雇用支援等の人材ニーズに直結したサポートが必要です。
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これまで雇用対策は、厚生労働省に今申し上げたように大変な努力をしていただ

いているところでございますが、今後の産業側の大きな変化に対応して、効率的

政策対応ができるように産業再生政策と雇用政策と密接に連携していかなければ

ならないので、これは厚生労働省と御相談をさせていただいて、強力に進めなけ

ればならないと思っています。 

中小企業のセーフティネット、これは民間の方々からも重大だという御指摘が

ございました。そのとおりでございまして、セーフティネットの第二は中小企業

にあると思っています。不良債権処理の加速化に伴いまして、やる気と能力のあ

る中小企業の資金供給に障害が生じるおそれがございます。特別保証の復活には、

これは３年を限度で昨年の３月31日につくりましたけれども、問題が多いと思っ

ています。 

例えば、ＲＣＣへの売却や金融機関の合併、組織再編等といった不良債権処理

の加速化の過程で影響を受ける中小企業に対して、信用保証あるいは融資、これ

をより円滑な資金供給を確保するなど、思い切った万全の策を講じるように私ど

もは事務方に指示をしているところでございます。この財源等も平成13年度は、

いわゆる代位弁済率が上がってまいりまして、6,000 億円の赤字が出ております。

何とか、これは14年度も赤字が出ることでございますけれども、そういう意味で

は基金を取り崩すというような事態にもなりかねないと、こういうわけでありま

すから、ここのところは財源も含めて、セーフティネット対策をしっかり私ども

やらなければいけないと思っております。 

デフレの対応としては、需要創出というのは、言いましたように、もとより非

常に大切なことです。そして今申した資産デフレに加えて、言うまでもございま

せんが、金融当局においても大胆な金融政策、その採用を期待しているところで

ございます。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは本間議員、速水総裁。 

（本間議員） それでは吉川議員を補足します。個別の問題につきましては、また後

で税制改革等についてコメントをさせていただきたいと思いますが、マクロ的な

経済政策としてまず２点ばかり指摘したいと思います。 

先ほど竹中大臣の方から、金融システムの安定化に向けて不良債権処理を加速

する形で解決を図っていくというお話がございましたし、ペイオフの問題につい

ても言及されました。我々としては、基本的に大賛成であります。その際、デフ

レ圧力というものが加速する危険性があるということも、これまた先ほどからの

お話のとおりだろうと思います。したがって、金融システムの安定性と並んで、

第１番目に、マクロの金融政策を一体どのように再構築するかということも併せ

て検討する必要性があろうと思います。これに関して、インフレ・ターゲティン

グ・ポリシーについては、これまでアレルギーがございましたけれども、現実に

実質経済成長率は「改革と展望」の線に沿って達成できる可能性はありますけれ

ども、名目成長率については、大きくシナリオから乖離しているというのが現状
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であります。したがって、インフレ・ターゲティング・ポリシーということでは

なく、名目と実質の成長率が少なくとも合致するような非デフレ・ターゲティン

グ・ポリシーというものをはっきりと打ち出し、これに向かって金融当局、政府

が一体となって取り組む、こういうことを１つの目標にすべきではないかという

感想を持っております。 

名目成長率が高まりませんと、活性化あるいは中長期的な税財政の基盤も築け

ないわけでありまして、集中調整期間を今後２年、さらにこの範囲の中でやると

いうことでありますので、同時に、非デフレ・ターゲティング・ポリシーという

ものをぜひ採用していただきたいというのが第１点であります。 

それから第２点、不良債権の処理に伴いまして税制改革の量的な側面でありま

す。この問題について、私はやはり経済の不安定要因を少なくとも短期的には増

幅する可能性があろうかと思います。その点でそのリスクをどのように政府とし

て一体として対応するかという点で、先行減税の規模というのは大きな関心事項

になってこようかと思います。そしてさらに、「改革と展望」を策定した昨年以

来、社会保険料率というものが引き上げられております。この問題、来年にかけ

て、トータルでは物価調整の問題も含めますと、試算のやり方はいろいろござい

ますけれども、２兆数千億円の負担増になっていくということでありまして、こ

のデフレ的な圧力というものをどのように緩和をするかということは、狭義の税

収中立の問題ではなく、税収中立の枠を超えた「負担率中立」の考え方、さらに

は「財政収支中立型」の発想の中でこれを実現いたしませんと、税制改革それ自

身がデフレ的な要因に与する形になってこようと思います。 

その点で我々はミニマムで対ＧＤＰ比率2.5％、金額的には２兆5,000億円と言

っておりますが、今後の景気の動向等において、補正予算を公共投資的な形の従

来のものは敢然とその手法をとらないということを言いつつ、民の主導型の税制

改革を実現するという意味では、これはきちんとしたメッセージ性を持った税制

改革というものの実現をしていく必要性があるのだろうと思います。したがって、

量の規模、これに対してネットなのか、グロスなのかわからないような形でこれ

まで様々なレベルから議論が発散をしておりますけれども、この一、二週間、「税

制改革の全体像」、あるいは「緊急対応戦略」の中において、この問題について、

きちんとした結論を得るということが必要になってこようかと思います。 

マクロの視点でのポイントは以上であります。 

（竹中議員） それでは、資料が塩川議員から出ておりますので、先に資料のことを

塩川大臣、御説明されますでしょうか。 

（塩川議員） 私からちょっと発言させていただきたいと思います。 

不良債権の問題、これはまさに金融庁の問題だけでなくして一体として取り組

まなければならない、失敗することができない大変な事態にきていると思います

ので、そこでセーフティネットはもちろんのことですが、あらゆる対策を講じて

いきたいと思っております。 

その中の１つとして税に関する議論が随分と出て、ここで先ほど吉川先生のお
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話でございました４本柱の中の税制改革について、10月中旬に経済財政諮問会議

で「税制改革の全体像」をとりまとめると、こうおっしゃっておりますので、こ

れは10月中旬に早まったということを私たちも承知しておりました。前、私たち

も10月中にと思っておったんですが、10月中旬でも結構でございます。「諮問会

議で『税制改革の全体像』をまとめる」と、ここの意味が私たちははっきりしな

い。まとめるならまとめます。大体議論もしてきておるんです。一、二点違うだ

けでございますけれども、意見が合わなかったら合わないで手続をきちんとした

上で決めていかざるを得ないと、私はそう思っておるんです。でないと、いつま

で経ったって決まりません。 

私たちがやってまいりましたことを簡単に言いますと、８月６日、この諮問会

議において総理から発言があったことはこういうことなんです。「経済活性化に

資するあるべき税制の構築、それから、財政規模の観点から多年度税収の中立性

を維持する。それから、１兆円を超える規模の先行減税をせよ、増減税一括の法

案でないとだめだ。」と、こういうことが出ておったんです。この方針に基づい

てちゃんとやってまいりました。そこで、このことについていろいろと議論して

まいりましたけれども、この中身は、大体煮詰まってまいりました。ですから、

10月中旬にこの中身の全体像を出せとおっしゃるなら出しますから、それで議論

していただいていいのかどうか。それはまだ早すぎるというのか、あるいはもっ

と煮詰めなければならない問題があるというのか、そこらはひとつはっきりとし

ておいていただきたい。これについて各項目、総理指示だった５項目がございま

すが、これについては、きちんとできておるんです。ただ、一点違うところは、

法人税をどうするかと、この一点です。それ以外は大体みんな意見は一致して、

量の問題と率の問題はまだ決まっておりませんけれども、方向は決まってきてお

る。 

今更になってネットなのか、グロスなのかという話が出てまいりますので、こ

れも私たちは初めから２兆円減税して１兆円の増税ということで差引１兆円だと、

それでは不足だとおっしゃるから、私たちも１兆5,000億円さらに上がってやって

いこうということなんです。ですから、名目は２兆5,000億円の減税であって、実

質的に１兆5,000億円になるということはみんな承知の話、それが今更になってか

らグロスかネットかと、この議論をいつまでやっているんだということなんです。

それから、法人税のことにつきましても、活性化の問題というものをどこでつ

かまえるかということなんです。ただし、現在の状況から見まして、私どもの方

も世論調査をしたりなんかしていろいろ考えた挙げ句の果てで、要するに研究開

発、整備投資、こういうものを重点に置いた企業の活性化ということを重点に考

えて、そして経済の状況を見て必要があれば、法人税の税率を考慮してもいいが、

しかし現在のところは、中小企業なり一般産業界に聞きましたら、投資減税であ

るとか研究開発の範囲を広げてくれと、そして個人の税制も十分に見てほしいと、

こういう要求があるのに、その方向に沿って我々は勉強してきて、今日まとめて

まいりました。 
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したがって、10月の中旬に出しますのは、申し上げますけれども、法人税の減

税は考えておりません。設備投資だとか研究開発に考えております。これでいか

んというのだったらいかんで、諮問会議でどうするのかということは決めていた

だかなければならない。そうなれば、私の方も手続によってやっていかざるを得

ない、こういうことを申し上げておきたいと思っております。 

ですから、中旬に骨組みを出せとおっしゃるならば、この場で決めていただい

たら骨組みを出します。全体像を出しますから、それを議論していただく。そう

でないといつまで経ってもこんなことを繰り返して、挙げ句の果ては、アメリカ

の学者がこう言っているからこうしろとか、こういうことを言われたら、これは

我々としてもメンツの問題がございますから、やっぱり自分らで考えて議論して

きたことを出させてもらいたいと思いますので、中旬に出します。よろしいです

な。その点でよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。それだけです。 

（片山議員） 全体像というのは何ですか。税制の規模ですか。 

（竹中議員） 先に民間議員から、今の全体像は何かということと、今の塩川大臣の

御発言について。 

（吉川議員） 税の議論というのは、税の世界の中で非常に細かい技術的なことがあ

ることは我々承知しております。それは予算の場合でも同じことですね。予算も

最終的には箇所づけのところまで決めなければ予算にならないということは我々

十分理解しております。諮問会議は、予算で言えば、箇所づけに当たるようなと

ころを議論する場でない、それは我々の仕事でないということも我々も十分に理

解しております。しかしながら、予算、歳出のことで言えば、その大きな姿は、

予算の世界だけで議論していたのでは不十分だというのが我々の考えなんです。

予算は経済に非常に大きな影響を与えるわけですから、それは経済政策全体の中

で考えていかなければいけない。そういうことで予算づくりの中でも、８月の初

めに概算要求基準を決める前に、この諮問会議で「予算の全体像」というのを決

めました。 

税についても全く同じことだと思います。その規模について、あるいは減税な

ら減税をどういう考えでやるのか。予算でいう箇所づけのような、税の技術的な

ことはあまり細かいところまでは踏み込まないにしても、減税規模も含めた大き

な姿、どういう税の改革が必要なのか、またそれはなぜそういうことをやるのか、

などを整理することは諮問会議の仕事であると考えております。それが「税の全

体像」ということでございます。 

（塩川議員） １兆円からＧＤＰの0.5％相当をやれとおっしゃるならば、それじゃ2.5 

兆円だなと思って私たちも無理にそこへ、諮問会議の御意見の2.5 兆円にきちん

と合わせていっているんです。党の方では、あるいは政府税調の方でも、急にそ

んなことを塩川に言われても困ると言って、私も大臣として発言するんだから聞

いてくれといって政府税調にも言ってきて、党の方にも言ってきた。だから、2.5

兆円というのは、一応ここから出た議論ですから、その部分は党の方に飲ました
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んです。これをネットでやるのか、グロスでと言われたら、これは今までのこと

とちょっとまた話が狂ってくるんですね。 

それと、おっしゃるように、経済全体のことを考えろと、予算だけじゃないと

おっしゃるから、だから、「多年度中立」というような無茶な、こんなこと今ま

でやったことないし、法律でどう書くのかと法制局も非常に悩んでおるところな

んですが、そういうこともあえてやろうとしておるので、これは予算も考え、経

済も考え、いろんなものを考えてやっておるんです。ですから、多年度中立をど

ういうぐあいに考えろとおっしゃるのだったらやりますけれども、結局はしかし

何年か先には、やはり財政を合わせてもらわなければ、これは持たないんじゃな

いでしょうか。自然増収を期待しろとおっしゃるけど、経済の低成長下において、

自然増収をどこまで期待できるのでしょうか。私はその点が非常に疑問だと思う

んです。ですから、ある程度の税のセーフティネットということになってくれば、

多年度中立ということを視野において考えていかざるを得ない。これは財政担当

者としては、私の責任でどうにもならない。結果責任を私はかぶってこなきゃな

らんのですから、その点は理解してもらって、多年度中立という方向で、ただし、

多年度中立の中身の組み方、減税と増税の、私は増税と言っていないんです。こ

れは増収と私はあえて言っておるんです。空洞化を埋めるだけなんです。増収と

言っているんですから、この組み方をどうせいとおっしゃるのだったら、私たち

だって十分にやっていきたいけれども、財政の中立を外してまで減税をやってい

けとおっしゃるから、非常に危険だということを私は言いたいので、その点あり

ましたら、どうぞ御意見も言っていただきたいと思います。 

（竹中議員） 後で議論を整理をさせていただきます。とりあえず、手が挙がってお

られる方に御発言をいただきます。 

（片山議員） 吉川先生、そうすると、２兆5,000億円か３兆円か知りませんが、減税

の規模はこのくらい、増税はこのくらい、これが全体像ですか。 

（吉川議員） それもある。プラス歳出改革の方もありますね。 

（片山議員） 税というのは空中に浮いているわけではないわけで、法人課税あり、

所得課税あり、消費税あり、地方税ありいろいろありますよね。どこまでが「全

体像」の話ですか。それを頭から決めるというのも政策ですが、税というのは積

み上げがあるのです。上と下のジョイントなのです。 

（吉川議員） もちろん、そうだと思います。 

（片山議員） 私にはそのイメージ、全体像というものがわからない。予算ならある

程度わかりますよ。税制の全体像、税制改革の全体像というのは何でしょうか。 

（吉川議員） それについては、我々も既に幾つかの案を具体的に出させていただい

ていると思うんですが。１つはもちろん規模ですね。 

（片山議員） １つ典型的な例を、イメージづくりのために教えてください。何でも

いいですから。 

（吉川議員） 例えば、法人税率の下げというようなことも実際に数字まで言及した

こともあるわけです。 
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（片山議員） あれを全体像とおっしゃるのですか。 

（吉川議員） 例えばですが。 

（片山議員） それでは、政治的な面も含めて、10月中旬では決まりませんよ。それ

は大変問題を大きくするおそれがあると思います。 

（吉川議員） ですから、これは一番初めに４本柱のところでも申し上げましたけれ

ども、当然、考え方の違いというのはいろいろあると思います。例えば、塩川大

臣が今日出されたこのペーパーでも、歳出カットを減税の財源にするということ

を我々は申し上げてきたわけですけれども、そういうことはするべきではないと

いうことが書かれている。それは詰まるところ、財政の健全化のスピードについ

ての１つの判断だ。財政の規律というのは大変大事なことだと我々民間議員４人

とも思っております。しかしながら、こういう状況のもとで、どういうステップ

で財政再建をやっていくのがいいか。要するに、その問題に尽きるわけです。で

すから、そこは判断の問題だと思います。 

（塩川議員） 歳出カットで税制財源はなかなか出てきません。これは私は責任を持

って言わざるを得ない。というのは、何遍も言っていますように、歳出の当然増

がものすごく出てくる。当然増を増として増やさないで、14年度のベースで吸収

していこうと思ったら、それだけで歳出カットはやっとのことで、さらにやりま

すよ。やりますけれども、現在要求してきておるもの、率直に言いまして３兆5,000

億円削らなきゃできないんです。それはやります。やりますけれども、さらに減

税分まで落ち込んで歳出カットをやっていけということは、なかなか私は自信も

ない。 

けれども、暦年度、当然増は必ず歳出カットして、それで埋めていくという原

則、そのためには、私も外にも言っておるんですが、毎年一般歳出予算は３％ず

つ削るぐらいのつもりでやってきて、それで今度の税制を考えろと。ですから、

一般歳出は全部毎年３％ずつ削っていきます。それをやっても、やっと当然増が

何とか埋まるというだけのことで、それを更に削れと、こうおっしゃるなら、そ

れはもう制度的な問題とかなんかでも全然間に合いません。制度としてそれだけ

のものを変えられるかということの問題にぶち当たってきますから、私たちので

きる範囲内においては、吉川先生よう考えてください。５％まで削れといったら、

これは努力目標になるかもわかりません。10％削るとかになると、とても出てき

ません。減税財源を歳出で賄えということは10％まで削らなきゃ出てきません。

それはちょっと無理だ。 

（片山議員） 「税制改革の全体像」は、歳出カットと私は不可分に結びついている

と思います。それから、不良債権処理のセーフティネットが必要で、いずれにせ

よ、これらと結びついていまして、単独で「税制改革の全体像」だけ10月中旬と

いうのは、それはなかなか合理的な説明ができないのではないでしょうか。今の

ような、来年度予算に様々な点でつながっていると思います。全体の整合性から

見て、まず先行して税制だけぼっと出すということは、私はそれはなかなか難し

いと思います。 
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（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） よろしゅうございますか。先ほど竹中大臣が御説明されたとおり、４

本柱で「緊急対応戦略」を打つということであります。その中に税制改革は入っ

ておるわけでありまして、少なくとも量的にはマクロの面でどのように財政改革

と一体となって支えるかというのは、これは重要な論点でございます。 

（塩川議員） そうです。ですから、私のところは10月中旬に出しますから、それで

議論していただくということで、そうでないと、完全な合意をしてといったらな

かなか、ちんたらちんたら出てきません。ですから、中旬に「全体像」を出せと

おっしゃるならば、さっき言ったように「全体像」とは何かということも問題が

あるけれども、今議論しているもので大体出てきたことを政府税調なり、財務省

なり、あるいは党との間でいろいろ接触してきたものを一回出して、これでどう

ですかということを問わざるを得ない。その代わり、これが一回出てしまったら、

政治問題になってくるぜということなんです。そこを僕らが苦しいから、今まで

漠然とした話しかしていなかったんですけれども、漠然とした中で、ただ、まと

まらないのは法人税率だけなんです。あとはみなおっしゃったように……。 

（片山議員） 財政に対して「全体像」がないときに、税制改革だけを出せるはずが

ないですよ。一体です。４本の「全体像」はどうだというのが１つの案です。税

制だけ出すというのはいかがでしょうか。 

（本間議員） そうじゃないんです。歳出改革４点セットで出すということを……。 

（片山議員） それは10月中旬に出すのですか。 

（本間議員） 枠組みとしては、その問題は触れざるを得ない話になるわけですね。

それは「予算の全体像」のときも、昨年の「予算編成の基本方針」や「改革と展

望」の時もそうでありましたけれども、この場でマクロ経済との関係を考慮しな

がら、財政の問題というのはこの場で議論するというのがこれまでのやり方です

から、提案をされる方は、我々としては……。 

（塩川議員） 議論するというのは、吉川先生がおっしゃるように、もう方向、枠、

マクロの話をしてもらうということなんですよ。ここはあくまでも諮問会議なん

です。決定会議じゃないんです。こういうことだということの方針を示してもら

うということなんですよ。これに対して、私は法人税率はだめだと、難しいんだ

ということ何遍言っているかわからん。それが決まらんから「全体像」は出ない

んでしょう。だから出せとおっしゃるなら出します。その代わり、それを思い切

り議論やってください。そして、できないならできないで、私は手続によって決

めていくよりしょうがないと思います。ですから、これはそんなもの同じことば

かり繰り返している。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 前回も御下問ございましたが、経済界の実情はどうなんだと、法人税

率の問題ですね。これについてアンケートをとってみたんですが、残念ですが、

法人税率を下げるというのが、圧倒的じゃないですけれども、若干多いんですよ。 

（塩川議員） それは税金を上げろという人はいませんよ。下げろというのは当たり
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前の話じゃないですか。その代わり、設備投資でも研究開発でも下げろとみな言

っているでしょう。 

（奥田議員） どちらが先だというと、法人税率を下げる方が先だと。 

（塩川議員） 私らが中小企業に聞いたら、そんなことを言いませんよ。ほかの商工

会議所に聞いたって法人税よりももっと……。だから聞き方によるのと、もうけ

ている会社は、えらい口幅ったいけど今日は言わせてもらう。でないと、いつま

でもこんな片づかないのは困る。今までもうけている会社は、全部日本の国内で

もうけているよりも外国からの配当金をとっているんじゃないですか。そうでし

ょう。アメリカだとか、中東だかとか、中国とか、東南アジアとか、そっちの方

で稼いできて本社へ持ってきて法人税は上がっているんです。これで結構です。

これでいいんですよ。いいんですけれども、そういう会社がしっかりと内地で設

備投資をしてくれて、人も雇ってくれたらいいんだけれども、すきあったら、さ

っとアメリカ、中国、東南アジア、こう行ってしまって、そっちで設備投資です

よ。そういうことだったら、日本でいくらセーフティネットだと思って経産大臣

が頑張ってみたって雇用は起こってきません。設備投資は起こってきません。こ

れは一体どうなるんでしょう。そういう会社はみんな赤字なんです。みんな赤字

なんです。これをどうしてやるかということなんですよ。ですから、そういう会

社のために何か税制上見ていかざるを得ないと思うんです。私は今日は言わせて

もらう。いつまでもこんなことを議論しておったら私らも片づかん。役所が片づ

かん。それから党も片づかん。 

ですから、私は申し上げておるんです。法人税率については、方向をきちんと

書いてくださいと。法人税率も下げるということを言ってくださいと。その代わ

り、みんながもうけるような状態に早くしないと、会社の３割しか法人税は関係

ない、あとの７割は関係ないような状態で、それで法人税率を言ってみたって、

外国でもうけた配当金を日本へ送ってきてやっている。これだったら総合商社と

同じじゃないですか。総合商社なんてみんなものすごい赤字じゃないですか。法

人税なんてひとつも要りませんよ。それよりも、研究費減税を考えておる。私は

それで商工会議所も経団連の担当の委員長にも言いました。研究開発を外国の方

でおやりになっても、内地でおやりになったのと同じように見ましょうと。だか

ら、研究開発費は日本も外国も同じベースで見たら、それだけ外国の依頼してお

るなら助かるでしょう。そうしたら、ある大会社ですが、そこまでやってくれる

のだったらいいと、話をしましたよ。だから、それ以上にもうけておる会社がた

くさんあるけれども、しかし、それは……。 

（竹中議員） 牛尾議員、吉川議員。 

（牛尾議員） 塩川大臣の熱弁には共感するところもありますけれども、ちょっと極

論ですね。それは、やや極論。日本の製造業や情報産業で利益を上げている会社

の８割は国内の付加価値で税金を払っているんです。２割ぐらいはそういう例も

ありますけどね。我々としては確かに政策減税、いわゆるＩＴ減税とか開発に対

する税額控除とか、そういうものが短期的には法人税制よりもより有効であると
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いう認識は持っております。しかし、現代の日本の経済の悪化というのは、短期

的な対症療法だけでは解決しない。むしろ持続的に効率の高い経済体制をつくろ

うとすれば、これは法人減税の方がきくわけです。だから、我々併用を主張して

いるわけです。 

ＡＳＥＡＮの各国、中国、韓国なんかは非常に経済が活力化しておりますけれ

ども、これは非常に競争を導入しているわけですね。日本もかつては赤字法人と

いうのは50％前後であったのが、現在は75％まで増えているということは非常に

悩ましいことであって、しかし、現代の日本の経済の実情は、何をやってもこれ

だけ株価が下がってしまう。そして今後、はからずも金融担当大臣を竹中さんが

兼任されますが、これは大変ぬかるみみたいになってしまって、何を言っても株

価が下がる状態になる。我々としては、20年前の高度成長になし遂げた日本のよ

うに活力のある経済体制にするにはどうすればいいかということを予算面でも考

え、制度面でも考え、税制面でも考えて当然いろんな議論があるんですが、法人

税の併用に関しては、15年度に関しては政策減税の方が効果的だろうと。しかし、

国全体の３年、５年の「改革と展望」というものに入れている流れからいけば、

やはり法人減税をすることによって海外からの投資もほしい、海外からの人材も

ほしいという欲望があります。 

経済というのは、会社の経営もそうですが、短期的なものと長期的なもの、マ

クロ的なもの、ミクロ的なものを混ぜ合わせて総合戦力をつくるわけですからい

ろんな議論があってしょうがないので、おっしゃるように、問題をどうやってま

とめるかという手法に関しては現在のやり方ではなかなかまとまらないじゃない

かと。これまでのところでは、議長である総理がいろんな議論をしていろんな案

が出ていいと。それが最終的にまとまるのか。まとまらなかったら議長である自

分が決めるというふうにおっしゃっていますけれども、大体法人税以外はほぼ考

え方は一緒になってまいって、柔軟に対処していただいたことは非常に評価しま

すけれども、要するに日本の経済の活性化に関しては、短期的には政策減税、中

期的には制度減税というふうに我々は考えているわけです。そこのところを、そ

れを政策減税を１年やってみて、それがだめなら法人税を触ろうじゃないかとい

う考え方で、今同時並行的にやろうかという考え方の程度の違いだと思うんです。

ここだってよく詰めれば十分合意ができる部分があると思うので、それは11日に

もう一度議論して突破口を考えたいということと、「全体像」の議論に関しては、

「予算の全体像」を議論したように、あの程度のレベルのものが「税制改革の全

体像」であって、今度はさらに我々は４つの柱についての「全体像」を総合的に

まとめないといけないと。それで、経済の実態の厳しさは想像を絶して悪いわけ

です。どう見てもミクロベースではわりといいものも残っていますけれども、大

変深刻な状態なので、従来税は10月ごろから議論していたのを、総理の御意見に

よって４月ごろから議論するようになった。予算も総合的に考えていかないと、

歳出歳入を総合的に財政的な視野で考えるようになって、しかも、金融も抜本的

に手を打たないと、１か月、２か月を考える状態になってきていますから、これ
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は戦後未曾有の悪い経済に対する対処法ですから、従来のようなわけにはいかな

いから相当難しさがあるだろう。お苛立ちはわかりますけれども、ここは十分議

論して非常に難しいけれども、狭い道のりではあるけれども、最も的確な判断を

する非常に重要な場面にきていますから、そこは丁寧に議論することが大事だと

思います。 

（塩川議員） それじゃ、牛尾さん、聞きたいけれども、それでは設備投資がどんど

ん外へ出ていくのをどないして止めたらいいですか、これを教えてください。そ

うしたら、私は法人税を賛成しますよ。どんどん毎年増えていくじゃないですか。 

（牛尾議員） 短期的には出て行く。 

（塩川議員） そうでしょう。そして我々もですよ、アメリカだとか、ヨーロッパか

らもっとどんどん来てほしいんですよ。ハイエナなんて言っていません、私は。

来てほしいんだ。来ない。それじゃ、法人税を３％、５％下げたら来ますか。ど

うですか。 

（牛尾議員） 中期的には来ると思う。 

（塩川議員） 東南アジアが15％ぐらいでしょう。東南アジアと日本と同じ税率にし

ろといったって無理ですよ、それは。 

（牛尾議員） それはそうですけどね。 

（塩川議員） そのことをおっしゃたら、全然だめなんですよ。 

（牛尾議員） いろんなことを全部、総合的に魅力がある経済地盤をつくらなければ

海外は来ないんです。どこを一本やったってみんな来るわけはありませんが、し

かし来なければ繁栄しないんです。今、中国にしろ、韓国にしろ、アメリカにし

ろ、繁栄しているのは全部海外投資が入っているところが繁栄しているわけです

から、それをあらゆる４つの側面から、金融問題まで込めて魅力ある、活力のあ

る持続的成長ができる経済体質をつくる措置というのは、１つの打ち出の小づち

じゃないので、いろんなことを考えて総合的にやるしかしょうがない。 

（塩川議員） じゃ、こういうことでどうですか。私も知恵を絞ってみたんです、な

い知恵を。そうしたら、法人税については、経済の成長がいわばプラスに転じた

時点でこれを考えていくというようなことはどうなんですか。経済成長率が、名

目成長率がいわゆるプラス成長になってきた場合に税収が増えるであろうから、

法人税率を検討するというのはどうなんですか。 

（竹中議員） 吉川議員。 

（吉川議員） ちょうど今財務大臣が最後におっしゃったこととの関係ですが、要す

るにマクロの政策として、財政は歳出の方は抑えぎみで今行こうという、そうい

う話になっているわけですね。これは我々賛成しているわけで、歳出の中身には

かなり非効率なものがある、無駄は切ろうと、そういうことを言っているわけで

す。 

今、財務大臣は経済がプラス成長に転じたら減税を考えてもいいとおっしゃっ

た。 

（塩川議員） 増収があるから。 
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（吉川議員） 税収中立の立場から、そういうお考えが出るのだろうと思いますが、

マクロ政策として経済を活性化しよう、後押ししようという立場からすれば、現

在のような状況のもとで歳出は抑えるわけですから、今こそ減税を考える必要が

ある。その中の１つとして我々は法人税の実効税率を下げる。これは残念ながら

考えが違うわけですが、ということが１つ。 

それから、私が理解した限りでは、先ほど塩川大臣が初めにおっしゃったよう

なことこそが税制改革の基本方針、１つのお考えを述べられたんだろうと思いま

す。要するに税制の規模についてこういう規模にする、そのことについては、大

臣、反対されていないと思います。 

（塩川議員） そうです。 

（吉川議員） 税制改革の中身について、こういう考えに基づいてこういう減税、あ

るいは増税の組み合わせをやるんだということ、大きなフレームワークを世の中

に説明するもの、それが我々が考えている「税制改革の基本方針」ですから、先

ほど大臣がおっしゃったようなお考えのもとで、現時点ではこのような減税をす

る。法人税率の下げは行わないというのであれば、それをきちんと説明されれば、

我々が賛成するかどうかは別として、それが「税制改革の基本方針」だと思いま

す。 

（塩川議員） 私らも法人税率の引き下げというのは思っておるんです。思っておる

んですが、現在の要望とか、あるいは現在の政治的な背景とかいろいろ考えます

と……。 

（吉川議員） もう一点だけよろしいでしょうか。 

（塩川議員） ああそうですか、どうもすみません。 

（吉川議員） 大臣が出されたこの紙についての御説明の中にあったんですが、アメ

リカ人の学者が言うから、それを言われたらからやるというのも情ないじゃない

かと、このようなお話があった。 

（塩川議員） これは取り消します。私もさっきちょっと腹が立ったものやから（笑）。

取り消します。 

（吉川議員） そのことは別としても、一つだけ。アメリカの政府のＣＥＡのハバー

ドという人は、我々も経済学の世界におりますから知っていますが、なかなか立

派な学者です。彼は一流の学者です。しかも法人税の専門家なんですね。それを

専門にしている学者なんです。ですから、ハバードは、何か思いつきとか、ある

いは特定の政治的意図を持って発言しているのではない。 

（塩川議員） わかりました。そのハバードさんが私を訪ねてきてくれたので、その

とき私は言いました。どんな税制が一番いいんですかと。それはもう日本の国で

お考えになることだから、私としては法人税なんか有効だと思いますけれどもと。

そのとき、私、切り返した。日本では海外へどんどん空洞化が起こって困ってい

るんだと言ったら、「それだったら、やっぱり設備投資だとか、研究開発とか、

そっちの方に重点を置くのも１つですね」とハバードさん言いましたよ。ですか

ら否定はしていないんです。けれども、どなたが書いたか知らないけどね、ここ
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には「ハバードもこう言った」と書いてあるから、何を言っておるんだと（笑）。 

（竹中議員） 片山大臣、本間議員。 

（片山議員） そこで今、吉川先生のお話に、歳出をかなり抑え込んでいるから減税

で景気浮揚ということですが、その減税の財源として歳出をさらにカットする。

こういうことなら、それがデフレ圧力になりますね。歳出は抑え込まなければい

けないから減税で景気浮揚を行い、その減税の財源は更なる歳出カットで捻出す

る。それはさらにデフレの要因になるんじゃないかということが１点。 

それから、民間議員の先生方が出された参考資料の３ページ、今、奥田会長は、

産業界、経済同友会などはみなさん法人実効税率の引き下げが一番の希望だと言

われましたが、確かにそのとおりですね。２ページはアンダーラインを引いてい

ますから。これは経済同友会のメンバーですよね。次のページは一般の国民を対

象としたアンケート調査ですよ、読売新聞の。 

（牛尾議員） 東京新聞もそうなんだ。 

（片山議員） そうですか。 

（牛尾議員） ２ページ。 

（片山議員） はい。３番目を見ますと、読売新聞では、研究開発や設備投資が38.9％

で、法人税率そのものは26.4％で、それからついでに言わせていただくと、その

下の外形標準課税が20.6％なんです。そこで私は、法人税率を３％程度ストレー

トに下げるよりも、外形標準を導入すれば2.7％ は下がるのですから、そのくら

いでベタに下げるのはいいと思うのです。あとは今塩川大臣も言われるように、

国内産業の空洞化対策として設備投資減税や研究開発減税をやった方が効果があ

るのではなかろうかと思います。 

それからもう一つ、ぜひ皆さんに御理解いただきたいのは、法人税を仮に１兆

円減税しますと、国が6,400 億円の減収、地方が5,500 億円の減収です。という

のは、地方の法人住民税は全部法人税にリンクしているのです。法人税に合せて

17.3％下がるのです。それからもう一つは、今言いました法人税の35.8％は自動

的に地方交付税に入ることになっています。だから、１兆円減税しても、正味国

の減収は6,500 億円か6,400 億円ぐらいで、3,500 億円は地方が下がるのですね。

別に法人住民税が下がります。国のマイナスは6,400 億円で地方は5,500 億円に

なる。このことは地方財政といいますか、地方税制を含めて考えていただかない

と、そんな簡単な議論ではないと思いますよ。 

それから、「税制改革の全体像」だけ出すのではなくて、４本柱の「全体像」

をマクロで出すことは結構です。４本柱を出した中で「税制改革の全体像」を出

すのであれば理解できますよ。しかし、税制改革を単発で出してどうだというの

では大議論になると思います。４本柱を出しても大議論になりますよ。私個人は

それは10月中では早いと思います。 

（本間議員） 	 各国とも税制改革を80年代以降ずっとやっているわけですけれども、

抜本的税制改革という場合に、一時的な税制改革を抜本的税制改革などといって

いる例はないわけです。これは所得税、あるいは法人税をきちんと見直して課税
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ベースも含めて、これを精査しながら広く薄くというのが抜本的な税制改革の意

味合いですから、これを全然やらずに、抜本的税制改革というぐあいに問われた

ら、ノーと言わざるを得ないわけですね。そこの総理がおっしゃった冒頭の１月

の発言を受けて、どういうぐあいに税制改革としてまとめていくかというのが第

１点です。 

それからもう一つは、中立というコンセプトで税率を我々主張しているわけで

すけれども、雇用と設備投資に対して法人税率というのは中立なんです。つまり

設備投資とか研究開発投資に対する減税というのは資本に対する優遇措置なんで

す。それは資本集約的な産業に特化をして、雇用をどちらかというとマイナスに

与えるということですから、我々自身は雇用の問題は非常に重要なんだと。した

がって、ファクターの利用のされ方、生産要素の利用のされ方として、投資と雇

用というものを、これを中立化することによって国内で雇用するような形をきち

んと仕立てていくと。 

（塩川議員） 先生、それを私は牛尾さんに、そういう方式があるなら、それを教え

てくれと。そうすれば、私たち法人税の引き下げも賛成する。しかし、法人税を

下げた分は外国へ出ちゃうじゃないかと、そこが問題なんですよ。内地の設備投

資はこんなに減ってきて、外国というとどんどん増えていく。ですから、先生が

まさにおっしゃる、そこなんですよ。雇用が増え、そして設備投資が増えると。

そういうことを併せてどういう政策と、そこを保証するから法人税率も下げろと、

これは党も、国民も納得すると思うんですよ。しかし、もうけている会社の法人

税だけ下げろ下げろと。どんどん外へ出ていって産業の空洞化が起こってくると

なってきたら国民承知はしませんよ。 

（本間議員） もうけている企業というのは付加価値率が高く、企業収益率が高いわ

けです。この部門が設備投資の中心的な部分を形成し、雇用創出の中心的な部分

を形成しているんです。それが最も……。ですから、その部門を国内にどのよう

に引き止めるか、国際的にこちらに引き寄せるかが重要な問題だ。 

（塩川議員） そうです。それと並行したら僕も賛成するというんですよ。その並行

がなければ……。 

（片山議員） 設備投資に結びつかないということを言っているのです。法人税をベ

タに下げたら結びつきますか。 

（吉川議員） 今、設備投資のお話が財務大臣からも出ていますが、日本の設備投資

の３分の２ぐらいは非製造業です。財務大臣が先ほどからずっと言われている空

洞化等、海外に出ていっている企業、そういう企業というのはもちろん製造業。

大臣はものづくりの方の企業を念頭に置かれていると思いますが、非製造業が３

分の２を占めている。先進国というのは、設備投資のシェアでも非製造業の方が

大きいわけです。そうしたところが今の日本経済は一番痛んでいます。だから、

規制改革が重要になる。 

（塩川議員） 中小企業だとか中堅企業、大企業も聞いています。そうしたら今10万

円以上は設備投資なんですね。ですから、なかなかパソコンなんかも買いにくい
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んです。それを30万円ぐらいまで設備投資を広げてくれたらうんと違うよ、景気

変わってくるよと、ここら声を大きくして望んでいますよ。ですから、設備投資

というのが、それがために原発をつくるんだと、あるいは造船所をつくるんだと、

そういう設備投資は我々考えていないんです。それもあるでしょう。あるでしょ

うけれども、もっと切実な設備投資、ここにスポットを当てようということを考

えているんです。ですから、こういうことを私たちタウンミーティングで言った

ら、みな手をたたきますよ。だから、そういう点は、先生、考えてもらいたいと

思うんです。 

（竹中議員） 奥田議員に発言していただいて、ちょっととりまとめをさせていただ

きます。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 私どもの会社は、言われるとおり年間１兆円ぐらい投資していますけ

どね。 

（塩川議員） １兆3,000億円よ。 

（奥田議員） １兆円ですよ。 

（牛尾議員） それは利益の方です。こっちは設備投資。 

（奥田議員） 設備投資は１兆円です。大体半分半分ですよ。5,000 億円海外に行っ

ちゃって、国内で5,000 億円、こういう構成になっているわけです。ですから、

これを海外でやらずに国内に引き戻してこいという話になれば、当然それは何ら

かの強制力が働かない限り、経済的な利益とかそういうことから考えると、結局、

海外に行かざるを得ないということで、海外でつくっておるわけです。今ここで

法人税の問題を言われていますけれども、一番大事な話は、今この時点でやらな

ければいかんのは株価の下支えと土地の下支えだと思うんです。株が下がる、土

地が下がるで、こんな状態でどんどん下がっていったら、まさに奈落の底に落ち

込むような話でね。 

（塩川議員） 今度すごいの出しますから。 

（奥田議員） 今、包括的な話と言われましたけれども、税制のところで有価証券の

税金の問題とか、土地の税金の問題、ここらをもうちょっとてこ入れして、これ

を上げていけば相当消費も出てきますしね。 

（塩川議員） だから法人税の方に減税が回らないんです（笑）。 

（牛尾議員） 両方やったらいい。 

（塩川議員） 証券税制の話も聞いていない。だから、10月の中旬に出せとおっしゃ

るなら、ここで決められたなら出します。けれども、それを出したら大変な政治

問題とも絡んでくるから、私たちは逡巡しておったんです。出せとおっしゃるな

ら出しますから、それをもとに議論をしていただいて、その上で決めていただく。

そう言っておるんです。そのときには、法人税出ませんよと言っておるんです。 

（奥田議員） これだけ株と土地が下がれば、正直言って消費なんか出てこないです

よ。だから、消費出ない、消費出ないと言っていますけれども、消費が出てこな

いから設備投資なんかしようもないので、やはり消費が出てくるところに設備投

資しますので。 

21




平成 14 年第 28 回 議事録 

（塩川議員） 証券税制の見直しの中で重要なものを出すつもりですから。 

（竹中議員） 平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 今の状況から言うと、非常に限られたそういう政策減税という形を打

たざるを得ないわけです。ということは、私はやっぱり法人税というのは、これ

は産業の活力を高めるには必要なことだと思いますけれども、やっぱり短期的に

考えたら、限られた中ではＩＴですとか、今おっしゃった土地ですとか、そうい

った政策減税を主体として、これにプライオリティを置いてやるべきじゃないか

と、そういうふうに思っております。ですから、短期的に効果を出すというのは

やはり政策減税で、私は５つ、試験研究、ＩＴ、それから創業事業再編支援、そ

れから中小企業活性化、それから証券、土地取引、こういったところを、私は重

点的にやることが必要だろう、こういうふうに思います。 

それから、片山大臣が言われた、いわゆる外形標準課税ですけれども、今、不

良債権処理という中で、中小企業をはじめとして御承知のように戦々恐々として

いますね。赤字法人に関してはある意味で100 ％という感じの税制です。ですか

ら、そういう意味で全体で2.7％の下げになるということをおっしゃいましたけれ

ども、その辺は十分納得をさせないといけないと思います。今こういう厳しい中

で、外形標準というものはよほど説明責任を果たしていかなきゃいけない、こう

いうふうに思っています。 

（片山議員） その点は簡単に言いますけれども、今、我々が考えているのは全部を

外形標準にするというものではない。最終は２分の１、残りは今の所得課税、し

かもそれは中小企業については３年後の18年度から。最初の３年間を４分の１で

21年度から２分の１にしたいということですし、中小企業と大企業の負担をしっ

かり分けて、税収中立と考えています。すぐではないのです。すぐ来年度とか再

来年度から丸々かと、こういうことではないのです。 

（平沼議員） 今厳しいから、その辺は非常に戦々恐々しているわけですね。 

（片山議員） 「改革と展望」の明けるころから中小企業に４分の１だけ導入すると。 

（平沼議員） その辺は十分説明しなきゃいかんと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 塩川大臣に反論するわけでもないんですけれども……。 

（塩川議員） いやいや何でも言ってください。 

（本間議員） グロスで減税2.5 兆円、増収的なるもの１兆円、これをアナウンスし

た場合にどういう反応が起こるか。先ほど申し上げましたとおり、実は社会保険

料というものは２兆円を超える形で負担増になる。かつ公共投資の水準は、「改

革と展望」の水準よりも更に切り込まれている状況、これは明らかに政府全体が

揚げ超になっているわけです。これが出されたときに、極めて深刻な株価等に対

してのマイナスの影響が及んでくると。それと同時に、恐らく与党は補正予算の

大合唱をするだろう。そこのリスクをどういうぐあいに考えていらっしゃるのか。

マクロバランスは非常に難しいのではないか。難しい局面に立たされていると思

うんです。 
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（塩川議員） それは保険料値上げは僕らかて気にしておるんです。しかしこの分と、

それよりもそれ以上に16年度からの年金ですね。だからこそ、私はここで何遍も

保険でいくのか、税でいくのか、つまり、この分かれ目は、大きい政府か小さい

政府かの根本の分かれ目なんです。ここをこの諮問会議で決めてほしいと何遍も

頼んでいるんです。でないと、これは永久に続きますよ。今度また年金を上げる。

こんなことをしていたら、それは何ぼでも……。そして中途半端な税金で賄って

いる、こういうことです。ですから、これを決めていただいたら、先生がおっし

ゃるように根本的な税制改革ができるんです。 

（本間議員） 補正予算を打たずに、小さな政府で負担に値する政府を実現するとい

う路線でずっと進んでいるわけですから、そのときに経済の今の集中調整期間の

中で、潜在成長率を高めていくために、やはり先行的な形での減税規模をある程

度やってまいりませんと、需要面から財政収支が相当揚げ超になって極めて危険

な、実質成長率すら目標を達成できないのではないかという感じを持っているん

ですけれども、そこは大丈夫ですか。 

（塩川議員） 僕は心配しています。大丈夫だという発言はしません。自分でも心配

しておるんですよ。だけど、これは保険の財政上どうしてもせざるを得ないとい

うことになってきて、そこへもってきてもう一つ頭を痛めているのは、年金の物

価調整分をとらんならぬ。これも全然政府の中では決まっていないんです。私は

過年度分もと言っているけれども、厚生労働省は絶対反対だと言っている。これ

もある程度解決してもらわなきゃいかん。ですから、保険料か税金かということ。

ここに根本的に消費税が関係してくるんです。それをみてくれるならば、特定財

源、こんな問題も全部ひっくるめて、それこそ諮問会議で決めてくださいよ。私

はそれを願っておるんです。 

それからもう一つ、先生がおっしゃった株価対策。これは私は日本だけじゃな

くて、今日も記者会見に追われているんですが、アメリカがこれだけ攻めてきよ

ったらどうにもならん。だから、しばらく時節を待ってくれと。吉良の仁吉じゃ

ないけれども、時節を待ってくれと言わざるを得ないんです。けれども、証券税

制のことを発表したら必ず歓迎してくれると思います。今度はびっくりするよう

な証券税制をやりますから、それまで見ていてください。 

（竹中議員） 速水総裁、すみません、御発言ございますでしょうか。 

（速水議員） 金融政策について、民間の方々の中にも、政府・日銀一体となって可

及的速やかに実施すると。全くそのとおりなんですけれども、金融政策、金融シ

ステム改革につきましても、私どもは財政当局も含めた政府と日本銀行との関係

につきましては、既に日銀法で非常に明確な枠組みが定まっているわけです。ま

た、現在の政策運営姿勢につきましても、デフレ克服に向けた決意というのは、

政府と日銀でしっかり共有されていると思います。日本銀行としては、今後とも

日銀法の規定を踏まえて政府との十分な意思疎通を図りながら、政策運営を誤り

なきよう期してまいりたいと思っております。 

現在、日本銀行は思い切った金融緩和を継続しております。今後も重要なこと
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は民間需要をどうやって引き出していくか。民間需要を引き出していくような構

造改革の具体化を早急に進めていくことが大事だと思いますし、金融システムの

強化を図っていくときではないかと思います。日本銀行としましては、粘り強く

潤沢な資金供給を続けて金融市場の安定と緩和効果の浸透に努めていくというこ

とでございます。それだけ申し上げたかったことです。 

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

不良債権処理の加速化とともにデフレを克服しながら、内需主導の経済成長を

実現していくためには、「４本柱の改革」をより速く、より大きく、より分り易

く、政府・日銀一体となって総合的に対応策をとっていく必要がある。この点に

ついては言うまでもなく合意があると思います。このため、雇用や中小企業のセ

ーフティネット、産業調整・企業再生、構造改革特区、都市再生などの諸課題な

ども視野に入れて、金融システム改革、税制改革をはじめとした政策を総合的に

進めていく必要があるということではないかと思います。 

そこで、その中で特に税制の話が後半主力になったわけでありますが、ちょっ

と整理させていただきますと、私は諮問会議の進行係として、やはり「税制改革

の全体像」というのは何とかとりまとめさせていただきたいなと思っております。

「全体像とは何ぞや」という御質問がございましたけれども、「予算の全体像」

の中で、税制の部分だけが幾つか基本方針だけで具体的な姿が書かれていない部

分があると思うんです。あれをやはり完成させるというのが基本的な１つのイメ

ージだと思っております。 

そこで考えなければならないのは規模の問題なんですが、規模についてネット

かグロスかということについて議論がありましたけれども、私の理解しておりま

す限り、石税調会長の方から、規模については政府税調ではできないから諮問会

議がちゃんと議論してくれというお話があったと思います。そこで規模について

は、マクロ的な観点から案として出されているのは、民間議員のネットで2.5 兆

円という案、塩川大臣がおっしゃっているグロスで2.5 兆円、ネットで1.5 兆円

という案は、マクロの議論としては、発言の中でおっしゃっていらっしゃると思

うんですけれども、その背景とかというものを必ずしも十分これまで議論してこ

なかったのだと思います。規模に関しては、そういう観点からマクロ担当の私と

しましては、金融を加速する中で、やはりある程度のネットの規模を確保しない

とマクロ経済がもたないのではないかという懸念を持っておりますので、こうい

う視点から何とかとりまとめの方法を探りたいというふうに思います。 

それともう一つ重要なのは、中長期的にプライマリーバランスを10年で回復さ

せなければいけないというのは、これは言うまでもなく、みんながここで共有し

ていることでありまして、その中長期的な税収のつじつま合わせをどのような形

でやるかについては、幾つかのまだ詰めなければいけない問題がありますけれど

も、問題点はそれぞれだんだん煮詰まってきているというところだと思いますの

で、その点は、次回、私なりに整理をさせていただきたいと思います。 

それと重要なのは、活性化の観点から一体どういった重点減税項目をとること
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か。これは今日かなり踏み込んだ議論をしていただきまして、それぞれのメリッ

ト・デメリット、どちらかが100 ％正しいということではないのだと思います。

最後はいろんな制約条件の中でどのような結論を出すか。さらには一例として、

今日、塩川大臣は、ある条件下で例えば名目成長率が回復するとか、そういう条

件の下で法人税を減税に踏み切るというようなこともあるのではないかと、そう

いうような一つの考え方の提示もございましたので、そういうものも視野に入れ

て、どういうことをやるべきなのかということであろうかと思います。 

そこで提案でありますけれども、「税制改革の全体像」をとりまとめるという

ことを視野に入れながら、次回、私の方から議論すべき問題、具体的には規模の

問題、それとマクロ的な中期の税収の姿の問題、それと活性化の中身の問題、今

日まで議論されてきたことを整理させていただいて、それでどういうまとめ方、

合意の仕方があるかということを提示させていただいて、それで議論を進めて一

つの合意になれば、結果的に「税制改革の全体像」になっている。そのような形

に努力をさせていただけないかなというふうに思っております。 

（塩川議員） ちょっと先生、議論がちょっと変なところに、ちょっとずるい議論に

なってきましたな。というのは、総理は１兆円を上回る減税と言ったので、ネッ

トで２兆5,000 億円なんて、１兆円上回るのは原則に合うんだろうか、これが１

つ。それから、今まで２兆5,000億円で、差額で１兆5,000億円だということは、

皆さんの暗黙の議論に中に出ておったわけです。ところが、今度差引２兆5,000億

円なら、そうしたら、その差額１兆円を増やさないとならん。その１兆円をまさ

に法人税減税の３％に持ってきたのではないか。それだったらインチキやな、議

論が。 

（片山議員） 減税の財源ですよ。ある程度具体性がなければいけません。どんな数

字を出しても世間では少ないという議論になる。それが１つ。国債枠の30兆円限

度をいじることはあるのですか。その辺の議論につながります。そこですよ、問

題は。 

（竹中議員） マクロの中期展望の中でどうするかという議論なんです。 

（小泉議長） 来年度税制は来年度。30兆円は今年度。 

（片山議員） 来年度は……。 

（小泉議長） 来年度は枠がないから。 

（片山議員） 枠なし。 

（小泉議長） 一般歳出は実質的に前年度以下。 

（奥田議員） そこのところは新聞報道が間違えていますね。 

（小泉議長） 間違えている。 

（牛尾議員） 30兆円は14年度ですよね。 

（小泉議長） どうかしているんだ。最近の新聞は虚偽報道が多いんだから。 

（奥田議員） あれはちょっとひどいですね。 

（小泉議長） 今年度は30兆円守りますよ。来年度は一言も言っていない。来年度は

経済活性化に関する４本柱、金融改革、税制改革、歳出改革、規制改革。その中
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にいわゆる全体の行政改革、これは特殊法人改革から民営化まで、そこを混同し

ないでくれと。虚偽報道が最近は多くて。 

（奥田議員） 私も２回ぐらい直接総理にお聞きしましたがね。 

（小泉議長） 本年度で30兆円。来年度は一言も言っていない。 

（奥田議員） 「大胆かつ弾力的に」というお言葉だけを聞きましたので、30兆円と

いう数字は聞いたことがないですからね。あれが走り回っているんです。 

（小泉議長） 「大胆かつ柔軟に」だよ。去年の予算編成なんです。よっぽど世間の

方が遅れているんだよ。 

（牛尾議員） 相当大胆にふるまわなければならない経済の危機の前に立っている、

という認識だけは共有する必要があると思うんです。 

（竹中議員） さっきこの議論はインチキではないかというご指摘がありましたので、

それは違うんじゃないでしょうか。 

（塩川議員） ２兆5,000億円というやつが急に 3兆5,000億円になって……。 

（竹中議員） そんなことは一言も言っていないです。 

（塩川議員） 差し引き１兆5,000億円で、ネットで２兆5,000億円で……。 

（竹中議員） ちょっと待ってください。本間議員どうぞ。 

（本間議員） 以前から、我々はＧＤＰ比0.5％、２兆5,000億円のネットの減税を提

示した資料を会議に提出しており、ネットでずっと議論している。 

（塩川議員） それはいいんです。それを今度急に３兆5,000億円になっている。 

（本間議員） ネットでずっと議論しているわけですから。 

（竹中議員） そこは、インチキだというのはちょっと御訂正をぜひいただいて……。 

（塩川議員） わかりました。 

（竹中議員） そういうミス・コミュニケーションがあったということも、これは率

直に認めまして、次回は、規模とマクロ的な姿、これは片山大臣が言ったとおり

の問題、それと中身について、ぜひ論点整理をさせていただいて、とにかく収斂

させましょう。その方向でぜひ議論をさせていただきたいと思います。 

最後になりましたけれども、冒頭金融担当大臣として言わせていただいたこと

は、大変重要でありますので、その点だけ繰り返しになりますが、申し上げたい

と思います。 

ペイオフについては、金融機関の経営努力を促し、その健全化、構造改革を促

進するものであり、７月30日の総理指示を受け、決済機能の安定確保に配慮しつ

つ、早期に実施するということで検討が進められてきた。その後９月30日に総理

から構造改革を加速させるための政策強化を行い、16年度には不良債権問題を終

結させるようにとの御指示があった。「基本方針2002」で示された政策の枠組み

のもと、この御指示に従い、不良債権処理を抜本的に加速することとしたいが、

このような新たな政策展開の中で、ペイオフ解禁を実施することは、預金者にい

たずらに不安を与えるおそれがある。そこでこの際、ペイオフについては、決済

機能の安定確保のための制度面での手当を行い、解禁の準備を備えるが、その実

施は不良債権問題が終結した後の17年４月からとしたい。これにより金融システ
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ムの安定に配慮しつつ、不良債権処理を加速するとともに、中小企業金融の円滑

に万全を期することとしたいと思っております。 

そのような形であげさせていただきたいと思います。細かい点でございますが、

この問題は少し与党の皆さんにも御連絡をしたいと思いますので、これが終わり

ましてからも、三、四十分の間はちょっとお伏せをいただきたいと思います。何

とぞよろしくお願いいたします。 

（小泉議長） 私はこの不良債権処理、これは非常に重要なことで、これが今経済活

性化の足かせになっているということから不良債権処理を加速しなければならな

い。当然、これに対する企業の倒産とか、失業者の増大とか、中小企業の対策が

問題になってきます。これを総合的に対応は考えなきゃいかんと。ペイオフとい

うのは実施すべきだろうと。もし来年の４月から、この不良債権処理加速に絡ん

で無用な混乱、不安を起こしちゃいけないという観点から、どういう方法がある

かということで、竹中大臣から今のように不良債権処理を進める、総合対策の中

で17年の４月１日からペイオフは実施し、流動性決済性預金については、不安の

ないような対応を考えるという報告を受けたから、それで結構だ、それで進めて

もらいたいと。 

今言ったように、経済再生のためには１つの手段だけではない、あらゆる手立

てを講じなきゃいかんということで、総合的に金融改革も金融システムの健全化、

強化に努めなければならない。税制改革も経済活性化も進める。規制改革、これ

また非常に重要なことだし、歳出もできるだけ小さな政府、税金の無駄遣いを省

くことで来年度も一般歳出を吟味し、見直しながら、前年度以下におさめるため

の大胆な構造改革をやる。そういう中の行財政改革ですから、当然、今まで進め

ている官から民への行政改革、特殊法人改革、財政投融資、郵政、全部進めると

いうことでやっているんですから、今日の議論を聞くとだんだん佳境に入ってき

ていい傾向だと。 

私が税制改革と言っているのは、臨時国会ではやらない。来年度の15年度税制

改革で、今言ったあるべき税制をやる。その際には、15年度の改正だけれども、

15年１月の先行実施は結構だと。そして、減税の方も１兆円以上の減税先行は結

構だと。そして、今まで単年度だったけれども、多年度でいいと。しかし、法案

は減税だけでは困りますよ。将来の税制健全化に資するためには一括でやる。こ

れしか言っていないんだから、そういう中でよく詰めてくれと。その方針の中で

だんだん期限が迫っているから。今日の議論を踏まえて、この数日中に詰めても

らいたい。結構いい議論だったよ。実際の予算編成になってみれば、こんな議論

じゃないから。だから、こういう議論をもっと詰めて、あるべき税制改革、経済

活性化に資する案をよくやってください。それで結構です。 

（塩川議員） 総理に一つだけ。政策金融ですね。これを規制改革において方向はき

っちりと決めなければいかん、目標も決めにゃいかんけれども、今、僕は相談し

ておるんです。今、不良債権を処理して生かすべきものは生かしていかなければ

ならん。それを市中銀行では見れないところもある。そこを救うのが一応、臨時
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急施の方策として考えなきゃいかん。そこを諮問会議で考えておいてもらわなき

ゃいかん。 

（小泉議長） 中長期的な面と当面のと。 

（塩川議員） そう。それは早急にやってもらわないと。 

（小泉議長） 当面のまま中長期に行っちゃうと困るから、中長期的のあるべき望ま

しい姿の中で当面どうするかと。 

（牛尾議員） その当面が何年ぐらいかということを……。 

（小泉議長） そういうことを考えないと。 

（塩川議員） 早よう決めてもらわんとね。セーフティネットを早ようやれと。大き

く、速くやらなきゃいかん。 

（平沼議員） 私が賛成したのも、前から議論の中で、足元はこれは必要だと。しか

し、中長期的には、それで賛成しているわけです。 

（塩川議員） 竹中先生、これは早急に。準備を急いで。 

（竹中議員） 先ほどそのために申し上げたんですけれども、骨格は今月中旬までに

決めますので。 

（塩川議員） これは竹中応援団ですよ。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（小泉議長） 混乱しているのは、私は何で昨年30兆円の国債発行、一つの枠を設け

たかというと、13年度の国債発行が28兆円程度だったんです。それだから２兆円

枠はあるだろう。30兆円というのは、そんなきつい枠じゃないと。ところが税収

ががくんと落ちてきた。そういうことで、この30兆円の枠も四苦八苦したわけだ。

来年度は最初から30兆円を超えるのはわかっているんだから、それを15年度まで

は30兆円の枠をはめると皆思っているけれども、15年度のことは一つも言ってい

ませんよ。 

（竹中議員） ありがとうございました。次回は政策総動員に向けての議論を続けま

す。 

（以 上） 
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