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平成 14 年第 28 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
 
(概要) 
○竹中経済財政政策担当大臣・金融担当大臣から本日の議事の紹介がされた。 
 
○政策金融機関について 
（竹中議員） これまでの審議を踏まえ、案を配布資料「政策金融の抜本的改革に関

する基本方針(案)」の通りとりまとめた。何かございますか。 
(特に発言なし) 

(竹中議員) 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。政策金融に関しまして、総理から御発言いただき
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ます。 
（小泉議長） 既に議論があったが、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。また、所管大臣におか
れては、大臣としてリーダーシップを発揮し、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。 

 
○4 つの改革の加速について 
(竹中議員) 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。まず、
「金融システム改革」について、金融担当大臣として説明をしたい。資料はプロジ
ェクトチームについて発表した資料で今どうなっているのかを正確にお伝えした
い。 

  総理から、不良債権処理の加速をしっかりと行うようにとの御指示をいただいて
１週間だが、プロジェクトチームを立ち上げ、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した。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意見もあるかと思うが、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る方針を
立てた次第である。 

  その際には、金融庁にしっかりとやってもらう必要があるので、大臣、副大臣、
金融庁長官、３局長をメンバーとし、それに民間からメンバーを加えた。民間の声
を聞け、市場の声を聞けといわれる。市場の声は実に多様で、多様な意見を持った
方をメンバーとして集めたつもりだ。クローズドな会で一気に戦略を練って発表し
たい。間に一度だけ中間報告をさせていただきたい。 

  ここのところ、金融に関する議論が新聞に報道されているが、私自身はまだ何も
決めていないし、何も言っていないのだが、強く何かを否定しない限りは、そうい
う類の記事がどんどん踊っていて、行き過ぎるとマーケットに不測の事態を与える
こともなりかねない。今日、広報室を通じ適正な報道をしていただくよう申し入れ
をした。 

  もう一点。ペイオフについては様々な議論があったが、総理とも相談の上、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ため、
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
いかと私自身判断をし、総理からの御了承もいただいた。 

  それに関連し、経済財政政策担当大臣としては、不良債権処理の加速に伴って生
じる可能性がある問題に対処するため、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いる。「４本柱の改革」
というのは、まさにそれらと軌を一にするもので、私としては、今月末に予定して
いる金融戦略対応の中に、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。 

  後ほど「４本柱の改革」については民間議員からお話があると思うが、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かということを早急に議
論すべきだ。金融政策についてどのように考えるべきかについても議論になると思
う。 

  資産市場の対策としては、証券税制をどうするか、土地税制をどうするかという
点が大変重要になる。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
すべきかという点が大変重要である。 
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  不良債権の裏側にある産業の問題に関しては、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
だと思う。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化
するかという点が必要だと思う。 

  こうした点を踏まえ、私と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たい。そのための議論は、次回 11 日と次々回 17 日に行うこ
とになるかと思うが、その上で月末のとりまとめに向けて弾みをつけたい。 

  では、「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いるの
で、報告をお願いしたい。 

（吉川議員） 本日も株が下がった。数日前から活発に金融システムの問題が新聞で
も報道されている。金融システムの抜本的な改革に社会の耳目が集まるのは避けが
たいことかもしれない。しかし、金融システムの改革は経済政策運営としては、あ
くまで「４つの改革」の柱の１つということなので、政府として、ぜひとも政策の
４つの柱をバランスをとって進めていただきたい。 

  以下、資料に関して、重要な点を簡単に述べる。経済の政策に関しては、どうし
ても意見の違いが出てくる。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う。が、それが違った考えのままにいつまでも放置されるのは、
そのこと自体が大きなマイナスを持つと思う。人間の知恵には限りはあるが、政府
として、できるだけ早く結論を出し、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ほしい。 

  資料について重要な点を申し上げる。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」とおっしゃったが、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。くり返すが、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、一体となって速やかに政策
を遂行していただきたい。 

  「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。
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。経済政策は、例えば今日も株が下がるという
ようなことがあったが、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、原則だと思う。日本経済の将来像、あるべき姿と整合的な形で政策を考
える必要がある。 

  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、規制改革である。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。 

  資料２枚目以降に４本の柱が具体的に書いてある。金融システム改革については、
ここに書いてあることは、この会議で我々民間議員が常に主張してきたことである。
我々としては、こうした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
願っている。 
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  ペイオフの解禁については、竹中大臣からお話があったが、これは１つの明確な
判断だ。このような形で重要政策に関して、できるだけ早くはっきりとした結論を
出し、政府として世の中全体にはっきりさせることが必要だ。ペイオフ解禁の延期
については、我々は支持する。 

  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る。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いる。税制については、本間議員より後ほど補
足的な説明をしていただく予定。 

  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つの大きな柱である。
特に雇用を拡大する面で我々の期待は大きい。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いても、主役は規制改革であると思う。こうした認識の下、
「特区」に戦略的かつ速やかに着手し、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、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。 

  ４本柱の最後が歳出改革。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
し経済活性化を促進する。総額は抑制するのだから、中身を是非ともいいものにし
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。 

  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だが、経
済政策としては常に４本の柱を考える必要がある。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。 

（竹中議員） 次に、平沼議員どうぞ。 
（平沼議員） 資料の２ページ目に簡単にまとめた。基本認識として、すべての経済政

策のベクトルを経済再生に統一すべき。90 年代以降の我が国の経済は、需要不足で
脆弱な状態という認識が必要だ。その中でも、不良債権処理の加速には細心の注意
が必要で、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なければならない。 

   また産業再生の具体化に当たっては、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
進めたい。明日、審議官クラスで金融庁と議論したい。 

   デフレへの対応では、総合的なデフレ対策が必要だ。経済の低迷の原因が需要低
迷にあることに加え、不良債権処理を加速した場合には、深刻なデフレ圧力が生じ
る。経済活性化、需要創出、資産デフレ対策を不良債権処理、産業再生、セーフテ
ィネット整備と合わせ、総合的なデフレ対策として打ち出していくことが不可欠だ。 

   経済活性化・需要創出として、需要や雇用の創出には、従来型の公共事業によら
ず、潜在的な民間重要を発揮させることが大切だ。税制改正は後で発言するが、雇
用の受皿となる新規開業支援の抜本的強化が重要だ。昨年の臨時国会で、事業計画
に着目して個人保証も第三者保証も土地担保も不要という、新規開業のための法律
を作ったが、さらに条件整備して、2006 年で 36 万社に倍増したい。１社で５人で
も 200 万近い雇用が創出されるので会社設立のハードルも抜本的な緩和等、法律や
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資金面で思い切った措置を講じるよう事務方に指示した。例えば、株式会社の最低
資本金は 1,000 万円だが、その枠を取り払い新規に開業し易くすることも大切だ。 

   官製市場開放は、今回の目玉となり得る。そのため、しっかりとした仕組みを構
築し、必要な制度整備を行わなければならない。例えば、イギリスでは刑務所の建
設管理まで民間を活用している。日本はＰＦＩ法を導入したが、実態は建設費の延
べ払いにとどまっており、思い切った対応が必要だ。 

   規制改革による需要創出は、規制改革特区、技術革新を生み出す規制緩和、官製
市場開放が柱だ。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
持ってやっているが、実質満額回答に向けて事務方を叱咤激励している。 

   技術革新につながる規制緩和として、例えば将来性が期待される燃料電池の導
入・普及に向け各省が一致協力して取り組んでおり、2010 年度には１兆円規模の市
場が期待される。多くの市場でこういった取り組みを講じなければならない。 

   資産デフレ対策では、不良債権の更なる拡大を回避するため、株、土地の資産デ
フレ対策が必要だ。このために、税制で措置が必要だ。 

   経済産業省としてセーフティネットの必要性を申し上げたい。不良債権処理の加
速化は、雇用問題や貸し渋りの不安を招く。こうした不安に対応するため、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。不良債権処理加速化に対応す
るセーフティネットの第一は雇用だ。臨時公的雇用支援の機動的な活用や、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だ。これまで雇用対策は、厚
生労働省に大変な努力をいただいているが、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産業再生政策と雇用政策を密接に連携しなければな
らない。これは厚生労働省と御相談して、強力に進めなければならない。 

   セーフティネットの第二は中小企業にある。不良債権処理の加速化に伴い、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ある。特別保証の復活
には問題が多いので、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
いは融資で、円滑な資金供給を確保する等、思い切った万全の策を講じるよう事務
方に指示している。この財源等も平成 13 年度は、代位弁済率の上昇で 6,000 億円
の赤字が出ており、14 年度も赤字が出る。基金を取り崩す事態にもなりかねず、財
源も含めて、セーフティネット対策をしっかりやらなければいけない。 

   デフレの対応として、需要創出は大切だが、金融当局においても大胆な金融政策、
の採用を期待している。 

（本間議員） 吉川議員の説明を補足して、マクロ的な経済政策として２点指摘したい。 
   竹中大臣から、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

を図るという話があり、ペイオフの問題にも言及された。我々としては、基本的に
賛成だが、その際、デフレ圧力が加速する危険性がある。金融システムの安定性と
並んで、マクロの金融政策をどう再構築するか検討する必要がある。これに関して、
インフレターゲティングについては、これまでアレルギーがあった。しかし、実質
経済成長率は「改革と展望」の線で達成できる可能性がある一方で、名目成長率は、
大きくシナリオから乖離しているのが現状だ。インフレ・ターゲティング・ポリシ
ーではなく、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
なって取り組むことを１つの目標にすべきだ。名目成長率が高まらないと、経済の
活性化や中長期的な税財政の基盤も築けない。今後２年間で金融システムの安定を
図ると同時に、非デフレ・ターゲティング・ポリシーをぜひ採用していただきたい。 
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   第２点は、不良債権の処理に伴う税制改革の量的な側面です。不良債権処理は経
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り、そのリスクに、政
府が一体となってどのように対応するかという点で、先行減税の規模が大きな関心
事項になってくる。さらに、本年初の「改革と展望」の策定以来、社会保険料率が
引き上げられており、年金給付の物価スライドの適用も含めれば来年にかけて２兆
数千億円の負担増というデフレ的な圧力をどのように緩和するか。狭義の税収中立
の問題ではなく、その枠を超えた「負担率中立」の考え方、さらには「財政収支中
立型」の発想の中で実現しなければ、税制改革自身がデフレ的な要因に与する。 

   その点で我々はミニマムで対ＧＤＰ比率2.5％、２兆5,000 億円と言っているが、
今後の景気の動向等の関連において、公共投資を増やすような従来型の補正予算は
とらないと言いつつ、民間の活力を引き出すような税制改革を実現するという意味
で、きちんとしたメッセージ性を持った税制改革を実現していく必要がある。した
がって、減税の規模については、ネットか、グロスか分からない形で様々な議論が
出ているが、これからの一、二週間、「税制改革の全体像」や「緊急対応戦略」を
まとめる際に、きちんとした結論を得ることが必要だ。 

（塩川議員） 不良債権の問題は金融庁だけでなく、一体として取り組む必要があり、
セーフティネットはもちろん、あらゆる対策を講じていきたい。 

   税に関する議論では、４本柱の中で、税制改革については、10 月中旬に経済財政
諮問会議で「税制改革の全体像」をとりまとめるとのことだが、これは、10 月中旬
に早まったと理解した。10 月中にと思っていたが、10 月中旬でも結構だ。しかし、
「諮問会議で『税制改革の全体像』をまとめる」という意味がはっきりしない。我々
も議論してきており、まとめるならまとめる。一、二点意見が合わないが、合わな
いな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。 

   ８月６日、諮問会議において総理から発言があったことは、「経済活性化に資す
るあるべき税制の構築。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」
ということ。この方針に基づいてやって、中身は大体煮詰まってきた。10 月中旬に
中身の全体像を出せと言うなら出すが、それで議論していいのか。それは、まだ早
すぎるというのか、もっと煮詰めなければならない問題があるか、はっきりしてい
ただきたい。総理指示の５項目は、きちんとできている。違うところは、法人税を
どうするかの一点だ。それ以外は、量と率の問題がまだ決まってないが、方向は決
まってきている。 

   今更ネットか、グロスかという話が出ているが、我々は初めから２兆円減税して
１兆円の増税で差引１兆円で、それで不足とおっしゃるから、１兆 5,000 億円に上
けようということ。名目は２兆 5,000 億円の減税で、実質的に１兆 5,000 億円と
いうことは周知の話、今更グロスかネットかの議論をいつまでやっているのか。 

   法人税についても、活性化の問題で、私どもも調査していろいろ考えた挙げ句、
要するに研究開発、設備投資を重点に置いた企業の活性化を重点に考える。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、現在のところは、中
小企業なり一般産業界は投資減税や研究開発の範囲を広げて、個人の税制も十分に
見てほしいと要求し、その方向に沿ってまとめた。 

   したがって、10 月の中旬では法人税率は考えていない。設備投資や研究開発で考
えている。これではいかんと言うなら、諮問会議でどうするか決めていただきたい。
そうなれば、私の方も手続によってやらざるを得ない。 

   中旬に骨組みを出せとおっしゃるなら、この場で決めていただければ、骨組み・
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全体像を出すので、それを議論していただく。いつまでもこんなことを繰り返して、
挙句の果てには、アメリカの学者がこう言っているからこうしろと言われる。我々
も、自分達で考えて議論してきたことを中旬に出したい。 

（片山議員） 「全体像」というのは税制の規模を指すのか。 
（吉川議員） 税の世界の中で細かい技術的なことがあることは承知している。予算の

場合も同じことで、予算の箇所づけまで決めなければ最終的には予算にならないこ
とも理解している。そうした、箇所づけに当たる議論は我々の仕事でないことも十
分に理解している。しかし、歳出の大きな姿は、予算の世界だけの議論では不十分
だ。それは経済に非常に大きな影響を与えるため、経済政策全体の中で考えなけれ
ばいけない。そういうことで、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」を決めた。 

   税についても同じで、予算でいう箇所づけのような技術的な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、なぜそういうことをやるのかを整理することは諮問会議の仕事であると考えて
いる。それが「税の全体像」ということだ。 

（塩川議員） １兆円からＧＤＰの 0.5 ％相当をやれというので、2.5 兆円だと思って、
諮問会議の御意見の 2.5 兆円に合わせている。党や政府税調でも、急にそんなこと
を言われても困ると言ったが、私も大臣として発言するのだから聞いてくれと政府
税調にも党にも言ってきた。これをネットかグロスかと言われたら話が狂ってくる。 

   経済全体のことを考えろ、予算だけじゃないとおっしゃるから、「多年度中立」
という、法律でどう書くのか悩むようなこともあえてやろうとしている。予算や経
済も考え、いろんなものを考えてやっている。多年度中立を考えろとおっしゃるな
らやるが、結局は何年か先に、財政を合わせないと持たない。自然増収を期待しろ
とおっしゃるが、経済の低成長で自然増収をどこまで期待できるか非常に疑問だ。
だから、ある程度の税のセーフティネットということになれば、多年度中立を視野
において考えざるを得ない。財政担当者として、私の責任でどうにもならないが、
結果責任をかぶらないといけないので、その点は理解してもらう。多年度中立とい
う方向だが、中立の中身の組み方、減税と空洞化を埋める増収の組み方をどうする
か。財政の中立を外してまで減税をやれとおっしゃるが、非常に危険だ。 

（片山議員） 吉川議員、減税の規模はこのくらい、増税の規模はこれくらいというの
が「全体像」か。 

（吉川議員） それもある。加えて、歳出改革の方もある。 
（片山議員） 税と言っても、法人課税、所得課税、消費税、地方税等様々ある。どこ

までが「全体像」の話なのか。それを頭から決めるというのも政策だが、税には積
み上げもある。上と下のジョイントだ。そのイメージ、「全体像」というのが分か
らない。 

（吉川議員） 既に幾つかの案を具体的に出している。１つはもちろん規模だ。例えば、
法人税率の下げということも実際に数字まで言及した。 

（片山議員） それは、政治的な面も含めて、10 月中旬では決まらない。問題を大きく
するおそれがある。 

（吉川議員） ４本柱のところでも申し上げたが、当然考え方の違いがあると思う。例
えば、塩川大臣の資料では歳出カットを減税の財源にすべきではないとある。それ
は詰まるところ、財政再建のスピードについての１つの判断だ。財政の規律は大事
だと有識者議員４人とも思っているが、こういう状況でどういうステップで財政再
建をやるのがいいか。問題はそのスピードに尽きる。そこは判断の問題だ。 
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（塩川議員） 歳出カットで財源はなかなか出てこない。これは責任を持って言わざる
を得ない。歳出の当然増が出てくるが、それを増として増やさないで、14 年度のベ
ースで吸収するのも歳出カットで、現在の要求でも３兆 5,000 億円削らなければな
らない。それは削ったとしても、さらに減税分まで歳出カットをやる自信はない。 

   けれども、当然増は歳出カットで埋めていくというつもりでやってきて、それで
今度の税制を考えろと。一般歳出は仮に毎年３％ずつ削っても、やっと当然増が何
とか埋まるだけのことだ。それを更に削れとおっしゃるなら、制度としてそれだけ
のものを変えられるかという問題にぶち当たる。私たちのできる範囲内で、５％ま
では努力目標になるかも知れないが、10％削るとなるととても出てこない。減税財
源を歳出で賄うには 10％まで削らなきゃ出ないが、それは無理だ。 

（片山議員） 「税制改革の全体像」は、歳出カットと不可分に結びついている。それ
から、不良債権処理へのセーフティネットが要る。単独で「税制改革の全体像」だ
け 10 月中旬というのは、合理的な説明ができない。来年度予算も様々な点でつな
がっており、全体の整合性から見て税制だけ出すことは難しい。 

（本間議員） 先ほど竹中大臣が説明されたとおり、４本柱で「緊急対応戦略」を打つ。
その中に税制改革が入っており、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経済を支えるかが重要な論点だ。 

（塩川議員） ですから、私のほうから 10 月中旬に出すので、それで議論していただ
く。完全な合意をしてといっても出てこない。中旬に「全体像」を出せとおっしゃ
るなら、今議論しているもので政府税調、財務省、党との間で接触したものを出し
て、どうですかと問わざるを得ない。その代わり出てしまったら、政治問題になる。
そこが苦しいから、今まで漠然とした話しかしなかった。ただ、まとまらないのは
法人税率だけだ。 

（片山議員） 財政に対して「全体像」がないときに、税制改革が出るはずがない。す
べての「全体像」でどうだというのが１つの案だ。 

（本間議員） そうではない。歳出改革等４点セットで出す。 
（片山議員） それは 10 月中旬に出すのか。 
（本間議員） 枠組みとして、税制改革の問題は触れざるを得ない話になる。「予算の

全体像」のときも、これまでの「予算編成の基本方針」や「改革と展望」の時も、
この場でマクロ経済との関係を考慮しながら、財政の問題を議論するというのがこ
れまでのやり方だ。 

（塩川議員） 吉川議員がおっしゃるように、方向、枠、マクロの話をしてもらうが、
あくまで諮問会議は決定会議じゃない。こういうことだという方針を示してもらう
が、これに対して、私は法人税率は難しいと何度も言っている。それが決まらない
から「全体像」は出ない。出せとおっしゃるなら出すが、それを思い切り議論して
欲しい。そして、できないならできないで、手続によって決めるしかない。 

（奥田議員） 前回も御下問があったが、経済界の実情で、法人税率の問題についてア
ンケートをとったが、法人税率を下げるべきという意見が、若干多い。 

（塩川議員） 税金を上げろという人はいない。下げろというのが当たり前で、設備投
資や研究開発も下げろと言っているのではないか。 

（奥田議員） どちらが先かというと、法人税率を下げる方が先だと。 
（塩川議員） 中小企業に聞けば、そんなことは言わない。聞き方によるし、もうけて

いる会社は、全部日本の国内でもうけているのではなく、外国からの配当金をとっ
ているのではないか。外国で稼いで本社へ持ってきて法人税を納めている。そうい
う会社がしっかり国内で設備投資をして、人も雇えばいいが外国へ逃げて、そっち
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で設備投資になれば、日本でいくらセーフティネットとして経産大臣が頑張っても
雇用も設備投資も起こらない。それを担う会社はみんな赤字だ。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。 

   法人税率については、方向をきちんと書いて欲しい。法人税率も下げるというこ
とを言ってくださいと。ただし、その前にみんながもうけるような状態に早くする。
会社の３割しか法人税は関係なく、あとの７割は関係ないような状態だ。法人税も
外国でもうけた配当金を日本へ送ってきて払っている。これだったら総合商社と同
じで、その総合商社も赤字だ。それよりも、研究費減税で、外国でやっても、内地
でやったのと同じベースで見ようと。それで商工会議所も経団連の担当の委員長に
も話をした。すると、ある大会社は、そこまでやってくれるのだったらいいと言っ
ている。 

（牛尾議員） 塩川大臣には共感するところもあるが、ちょっと極論だ。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。
我々としては政策減税、いわゆるＩＴ減税とか開発に対する税額控除が短期的には
法人税減税よりも有効との認識だ。しかし、現代の日本経済の悪化は、短期的な対
処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、これは法人税減税の方が効く。我々は併用を主張している。 

   ＡＳＥＡＮの各国、中国、韓国等は経済が活力化しているが、これは競争を導入
している。日本もかつては赤字法人が 50％前後だったが、現在は 75％まで増えて
おり、悩ましい。しかし、現代の日本の経済の実情は、何をやっても株価が下り、
金融担当大臣を竹中大臣が兼任されたが、ぬかるみのように何を言っても株価が下
がる状態だ。我々としては、20 年前の高度成長をなし遂げた日本のように活力ある
経済体制にするにはどうすればいいかを予算面でも考え、制度面でも考え、税制面
でも考えている。15 年度に関しては政策減税の方が効果的だろうが、国全体の３年、
５年という「改革と展望」の流れからいけば、やはり法人税減税をすることで、海
外からの投資や人材も呼び寄せたい。 

   経済は、短期的なものと長期的なもの、マクロ、ミクロ的なものを混ぜ合わせて
総合戦力をつくるのでいろんな議論は仕方ないが、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。これまでのところ、
議長である総理が、「いろんな議論、いろんな案が出ていいと。それが最終的にま
とまらなかったら自分が決める」とおっしゃっている。法人税以外はほぼ考え方は
一緒に出て、柔軟に対処していただいたことは評価するが、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考えている。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という考えと、今同時並行的にやろ
うという考え方の違いだ。よく詰めれば十分合意ができる部分があると思うので、
11 日にもう一度議論して突破口を考えたい。「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、あのレベルのものが「税制改革の全体像」で、さらに
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。経済の実態は想
像を絶して悪く、ミクロベースではいいものも残っているが、マクロベースでは大
変深刻なので、従来、税は 10 月ごろから議論していたのを、総理の御意見で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、歳出歳入を総合的に財政的
な視野で考え、金融も抜本的に手を打たないといけない。１か月、２か月先を考え
なければいけない状態になっており、戦後未曾有の悪い経済に対する対処法なので
相当難しさがある。その苛立ちは分かるし、非常に難しく、険しい、幅の狭い道の
りだが、最も的確な判断を要する非常に重要な場面で、丁寧に議論することが大事
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だ。 
（塩川議員） では、設備投資がどんどん外へ出ていくが、これを止める方法を教えて欲

しい。 
（牛尾議員） 短期的には出て行く。 
（塩川議員） 我々もアメリカやヨーロッパからもっと来てほしい。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。東南アジアと同じ税率にしろと言ったって無

理だ。 
（牛尾議員） それはそうですけど。総合的に魅力がある経済地盤を作らないと海外は来

ない。今、中国、韓国、アメリカと、全部海外投資が入っているところが繁栄してい
る。金融問題まで含めて魅力ある、活力のある持続的成長ができる経済体質をつくる
措置は、いろいろなことを考えて総合的にやるしかない。 

（塩川議員） では法人税については、経済成長率がいわばプラスに転じた時点で考えて
いくということでどうか。名目成長率がプラス成長になれば税収が増えるであろうか
ら、その時に法人税率を検討するのはどうか。 

（吉川議員） マクロ政策で、財政は歳出の方をどちらかと言えば抑えぎみでいこうとな
っている。これに我々は賛成しており、非効率なもの、無駄なものを切ろうと言って
いる。 
今、塩川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いうことを言わ

れた。税収中立の立場からは、そういう考えが出るだろうと思うが、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、歳出を抑えるわけだか
ら、今こそ減税を考えなければならない。その一つとして、我々は、法人税の実効税
率を下げることを言っている。この点では残念ながら考えが一致していない。 

   次に、先ほど塩川大臣が初めに言われたことこそが「税制改革の基本方針」として、
１つのお考えを述べられたと思うが、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う。 

（塩川議員） そうです。 
（吉川議員） 税制改革の中身について「このような考えに基づいて、こういう増減税の

組み合わせをやる。」という大きなフレームワークを世の中に説明するもの、これが
我々の考えている「税制改革の基本方針」だ。したがって、先ほど大臣が言われた考
えで、現時点ではこのような減税をする、法人税率は下げないということであれば、
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」になると思う。 

（塩川議員） 私らも法人税率の引下げというのは中長期的にはあり得ると思っているが、
現在の要望、あるいは政治的な背景とかいろいろ考えると難しい。 

（吉川議員） 「アメリカ人の学者が言うからやるというのも情けない」という発言があ
ったが、ＣＥＡのハバードという人は、一流の学者であり、法人税の専門家である。
ハバードは、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） そのハバード氏が私を訪ねてきた時に、どんな税制がいいか聞いてみた。
「日本で考えることだが、自分としては、法人税なんか有効だと思う」と言われたが、
日本では空洞化が起こって困っていると言ったところ、「設備投資や研究開発などに
重点を置くのも１つですね」と言っていた。だから、設備投資や研究開発投資は彼も
否定はしていない。 

（片山議員） 吉川議員から、歳出を抑制しているから減税で景気浮揚ということだが、
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その減税の財源のために歳出をさらにカットすると、それがまたデフレ圧力にならな
いかが１点。 
２点目に、奥田議員からは、産業界、経済同友会などは法人実効税率の引下げが一

番の希望だと言われたが、一般の国民は、３ページの読売新聞の調査によれば、研究
開発や設備投資の要望が 38.9％で、法人税率そのものは 26.4％。その下の外形標準
課税が 20.6％だ。法人税率３％をストレートで下げるより、外形標準を導入すれば、
2.7％は下がる。あとは、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
設備投資や研究開発の減税の方が効果があると思う。 

   それから、理解いただきたいのは、法人税を１兆円減税すると、国が 6,400 億円減
収で、地方が 5,500 億円減収になるということ。というのも、地方の法人住民税は全
部法人税にリンクしており、17.3％下がる。さらに、法人税の 35.8％は自動的に地
方交付税に入るので、正味国に残るのは 6,400～6,500 億円で、3,500 億円は地方分。
このように地方財政というのか、地方税制を含めて考えていただきたい。 

   また、「税制改革の全体像」だけ出すのではなく、４本柱の「全体像」を出すのは
結構だと思うが、大議論になるので 10 月中では早いと思う。 

（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が、一時的な税制改正
を抜本的税制改革などといっている例はない。所得税、あるいは法人税をきちんと見
直し、課税ベースを精査しながら、広く薄くというのが抜本的税制改革だ。抜本的税
制改革を行うという１月の総理の発言を受けて、税制改革をどうまとめていくかが第
１点。 

   第２点は、中立というコンセプトで、我々は税率引下げを主張している。雇用と設
備投資に対して法人税率は中立だ。つまり、設備投資や研究開発投資に対する減税は
資本に対する優遇措置であって、資本集約的な産業に特化し、どちらかというと雇用
にはマイナスとなる。生産要素の利用のされ方として資本と労働の中立化を図ること
で、国内の雇用が進む形をきちんと仕立てていく必要がある。 

（塩川議員） そういう方式があるなら、それを教えて欲しい。そうすれば、法人税の引
下げも賛成する。しかし、法人税を下げても外国へ出ていく。それが問題である。雇
用が増え、そして設備投資が増える、これらを併せて保証するから法人税率も下げろ
と言うなら、皆も納得する。しかし、もうけている会社の法人税だけ下げて、どんど
ん外へ出て、産業の空洞化が起こってくるとなっては国民も承知はしない。 

（本間議員） もうけている企業は付加価値率が高く、収益率が高い。その部門が設備投
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。だから、その
部門をいかに国内に引き止め、海外からこちらに引き寄せるかが重要な問題です。 

（塩川議員） そうなれば賛成する。 
（片山議員） 設備投資に結びつかないと言っている。法人税を下げたら結びつくか。 
（吉川議員） 今の、日本の設備投資の３分の２ぐらいは非製造業だ。塩川大臣が言う空

洞化、海外へ出ていっている企業は製造業、モノづくりの企業だ。先進国は、どこで
も設備投資のシェアは非製造業の方が大きい。そこが、今の日本経済では一番病んで
いる。だから、規制改革等も重要になる。 

（塩川議員） 企業に聞くと、現在、10 万円以上は設備投資だ。だから、パソコンなん
かも買いにくい。だから、30 万円ぐらいまで設備投資を広げてくれたら違うという
声が多い。今、さしあたっては、原発や造船所などの設備投資を考えているわけでは
ない。それもあるだろうが、もっと切実な設備投資にスポットを当てようと考えてい
る。そういう点を考えてもらいたい。 

（奥田議員） 私どもの会社は、年間１兆円ぐらい投資している。大体半分半分で、5,000 
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億円が海外で、国内で 5,000 億円。これを海外でやらずに国内に引き戻すという話に
なれば、何らかの強制力が働かない限り、経済的利益から考えると、結局、海外に行
かざるを得ない。今、法人税の問題を議論しているが、一番大事なのは、株価の下支
えと地価の下支えだ。このまま、どんどん下がったら大変だ。 
 先程、塩川大臣は包括的な話と言われたが、税制では有価証券や土地にてこ入れす
れば、消費も出てくると思う。 

（塩川議員） だから法人税の方に減税が回らない。 
（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かった。諮問会議で 10 月中旬に「税制改革の

全体像」を出せと決めるなら出します。それをもとに議論し、その上で決めていただ
く。そのときには、法人税の減税は出ないと言っている。 

（奥田議員） これだけ株と土地が下がれば、消費なんか出てこない。消費が出てこない
から設備投資もしようがない。 

（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だ。 
（平沼議員） 現状から言うと、非常に限られた政策減税という形を打たざるを得ない。

法人税は産業の活力を高めるには必要だと思うが、短期的に考えたら政策減税を主体
とし、これにプライオリティを置いてやるべきではないかと思う。私は 5つ、試験研
究、ＩＴ、創業・事業再編支援、中小企業活性化、証券・土地取引を重点的にやるこ
とが必要だろうと思う。 

   それから、外形標準課税については、中小企業をはじめ戦々恐々としている。赤字
法人にとっては 100％課税という感じだ。全体で法人税の実行税率が 2.7％の下げに
なると言うが、その辺は十分納得をさせないといけない。こういう厳しい中で、外形
標準にはよほど説明責任を果たしていかなければならないと思っている。 

（片山議員） 今、我々が考えているのは、全部を外形標準にはしない。最終で２分の１。
残りは今の所得課税。しかも中小企業は 18 年度からだから３年後だ。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。中小企業と大企業の負担をしっかり
分けたうえで、税収中立をと考えている。来年とか再来年度から直ちに完全実施とい
うことではない。 

（平沼議員） その辺は十分説明しなければいけないと思う。 
（本間議員） グロスで減税 2.5 兆円、増税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。先程言ったが、実は社会保険料等で２兆円を超える負担増になり、
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だ。
つまり、これは一般政府全体で見れば揚げ超の方向に作用している。その中でこれが
アナウンスされたときに、株価等に対して極めて深刻なマイナスの影響が及んでくる。
同時に、恐らく補正予算の大合唱となる。そのリスクをどう考えているのか。マクロ
バランスは難しい局面にあるのではないか。 

（塩川議員） 保険料値上げは私も気にしているが、16 年度からの年金はそれ以上に気
にしている。だからこそ、この場で、私は保険でいくのか、税でいくのかを決めて欲
しいと言っている。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だ。
諮問会議で決めないと、この問題は永久に続く。これが決まれば、根本的な税制改革
ができる。 

（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
線をずっと進めており、集中調整期間の中で、潜在成長率を高めるためには先行的な
形で減税規模をある程度確保しないと、需要面では財政収支が相当揚げ超の方向に動
くとすると、実質成長率すらシナリオ通りいかないという感じを持っているが、そこ
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は大丈夫か。 
（塩川議員） 私も心配している。だが、保険制度上、どうしても値上げせざるを得ない。

また、年金の物価調整分も問題だ。これも決まっていない。過年度分の実施について
は、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いたい。こ
の保険料か税金かということに消費税が関係してくる。特定財源なども含めて諮問会
議で決めて欲しい。 

   それから、株価について少し待ってくれと言わざるを得ない。しかし、証券税制の
見直しの結果を発表したら必ず皆評価してくれると思う。びっくりするような証券税
制をやるから、それまで待って欲しい。 

（速水議員） 金融政策、金融システム改革について、財政当局も含めた政府と日本銀行
との関係は、既に日銀法で非常に明確な枠組みが定まっている。現在の政策運営につ
いても、デフレ克服に向けた決意は、政府と日銀でしっかり共有されていると思う。
日本銀行としては、今後とも日銀法の規定を踏まえ、政府と十分な意思疎通を図りな
がら、政策運営を誤りなきよう行っていきたい。 

   また、現在、日本銀行は思い切った金融緩和を継続している。今後重要なことは民
間需要をどうやって引き出していくか、そのための構造改革の具体化を早急に進めて
いくこととともに、金融システムの強化を図っていくことではないかと思う。日本銀
行としては、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。 

（竹中議員） 取りまとめをさせていただく。 
   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

するためには、「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という点は合意があると思う。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、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。 

   そこで、特に、後半は税制の議論が中心となった。諮問会議の進行役として、やは
り「税制改革の全体像」をとりまとめさせて欲しい。「全体像」とは何か、という質
問があったが、「予算の全体像」で、税制の部分だけ具体的な姿が書かれていなかっ
たが、そこを完成させるというのが１つのイメージだ。規模の問題では、ネットかグ
ロスかで議論があったが、石税調会長からは、規模については政府税調ではできない
から諮問会議で議論してくれという話があった。規模について、マクロ的な観点から
の案としては、民間議員のネットで2.5兆円という案、塩川大臣のグロスで2.5兆円、
ネットで 1.5 兆円という案は、発言の中で言われていると思うが、その背景などがこ
れまで十分に議論されていないと思う。マクロ担当の私としては、不良債権処理を加
速する中で、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という懸
念を持っており、こういう視点から、規模についてはとりまとめの方法を探りたいと
思っている。 

   また、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
うのは共有しているが、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、まだ詰めなければいけない問題がある。問題点はだんだん煮詰まって
いるので、次回、私なりに整理させていただきたい。 

   それと、重要なのは、活性化の観点からどういった重点減税項目をとるか。これは、
本日かなり踏み込んだ議論があった。どちらかが 100％正しいということではないと
思う。最後は、いろんな制約条件の中でどう結論を出すかだ。一例として、塩川大臣
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から、ある条件下で、例えば、名目成長率が回復するとか、そういう条件下で法人税
を減税に踏み切るというような１つの考え方も提示されたので、そういうことも視野
に入れ、どうやるべきかだと思う。 

   そこで、提案だが、「税制改革の全体像」のとりまとめ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、マクロ的な中期の税収の姿、活性化
の中身の問題といった今日まで議論されてきたことを整理させていただき、それでど
ういうまとめ方、合意の仕方があるかを提示させていただき、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」になっているということにさせていただ
けないかと思っている。 

（塩川議員） ちょっと待って欲しい。総理は１兆円を上回る減税とおっしゃったのであ
って、ネットで２兆 5,000 億円はその原則に合うのだろうか。それから、今まで２兆
5,000 億円で、差額が１兆 5,000 億円だということは暗黙に議論の中で出ていたが、
差引２兆 5,000 億円なら、差額１兆円を増やさないといけない。その差額１兆円を法
人税減税の３％に持ってきたのではないか。それは問題だ。 

（片山議員） 減税の財源については、ある程度具体性がなければならない。世間では、
どんな数字を出しても少ないとなる。それから、国債の 30 兆円枠を変えることはあ
るのか。その辺の議論につながらないか。 

（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だ。 
（小泉議長） 来年度税制は来年度。30 兆円は今年度。来年度は枠がない、一般歳出は

実質的に前年度以下。 
（奥田議員） そこは新聞報道が間違えている。 
（牛尾議員） 30 兆円は 14 年度の話。 
（小泉議長） 今年度は 30 兆円を守ります。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。 

（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。30 兆円という数
字は聞いたことがない。あれが走り回っている。 

（小泉議長） 「大胆かつ柔軟に」だ。30 兆円は、去年の予算編成だ。 
（牛尾議員） 相当大胆にふるまわなければならない経済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。 
（本間議員） 先程の話ですが、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。 
（竹中議員） ミス・コミュニケーションがあったことは率直に認めて、次回は、規模、

マクロ的な姿、中身について、是非論点整理をさせていただき、とにかく収斂させた
い。その方向で議論させていただきたい。 

   最後になるが、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
あるので繰り返し申し上げる。 

   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
ようにとに御指示があった。「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。このように新たな政
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恐
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
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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。 

（小泉議長） 不良債権処理は非常に重要で、今、経済活性化の足かせになっていること
から不良債権処理を加速しなければならない。当然、これに対する企業倒産とか、失
業者の増大とか、中小企業対策が問題になってくる。これを総合的に、対応は考えな
ければならない。ペイオフは実施すべきだろうが、もし来年４月から不良債権処理加
速に絡んで無用な混乱、不安を起こしてはなら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、竹中大臣から報告があったように、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ことで結構だ、それで進めてもらいたい。 

   今言ったように、経済再生のためには、１つの手段だけでなく、あらゆる手立てを
講じなければいけないので、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。規制改革も非常に重要だし、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。そういう中で
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。今日の議論を聞くとだ
んだん佳境に入ってきており、いい傾向だ。 
税制改革は臨時国会ではやらない。来年度の 15 年度税制改革で、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。減税
も１兆円以上の減税先行は結構だ。そして、今まで単年度だったが、多年度でいい。
しかし、法案は減税だけでは困る。将来の税制健全化に資するため一括でやる。これ
しか言っていない。そういう中でよく詰めて欲しい。だんだん期限が迫っている。今
日の議論を踏まえ、この数日中に詰めてもらいたい。結構いい議論だった。実際の予
算編成になってみれば、こんな議論ではないから、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やってください。それで結構です。 

（塩川議員） 総理、政策金融も方向をきっちりと決めなければいけない。目標も決めな
ければならないが、不良債権処理をしても生かすべきものは生かしていかなければな
らない。市中銀行が見れないところを救うべく、一応臨時急施の方策として考えなけ
ればいけない。そこを、諮問会議で考えておいてもらわなければいけない。 

（小泉議長） 中長期的な面と当面のと分けて考える。 
（塩川議員） それを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てしまうと困るから、中長期的のあるべき望まし

い姿の中で当面どうするかだ。 
（牛尾議員） その当面は何年ぐらいかということ。 
（小泉議長） そういうことを考えないといけない。 
（塩川議員） 早く決めてもらわないと。セーフティネットを速く大きくやらなければ。 
（平沼議員） 足元は必要だ。しかし、中長期的にはということで賛成している。 
（塩川議員） 竹中大臣、これは早急にお願いしたい。 
（竹中議員） だから、骨格は今月中旬までに決める。 
（塩川議員） これは竹中応援団だ。 
（竹中議員） 感謝する。 
（小泉議長） 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 兆円程度だったからだ。それだから２兆円枠はある。30 兆円は、そ
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んなきつい枠ではないと。ところが税収が落ちてきて、この 30 兆円枠も四苦八苦し
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。15 年度まで 30 兆
円の枠をはめると皆思っているが、15 年度のことは一つも言っていない。 

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

                            （以 上） 
 
                  
 
 


