
平成 14 年第 29 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 29  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 10 月 11 日（金）17:04～18:41 

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 

臨時議員 鴻池 祥肇 構造改革特区担当大臣 

同 石原 伸晃 行政改革・規制改革担当大臣 

       杉浦 力 会計検査院院長 

石 弘光 税制調査会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)構造改革特区の進捗状況について 

(2)平成 15 年度予算編成について 

(3)予算執行調査について 

(4)「税制改革の全体像」等について 

(5)総合的な対応策等について 

3．閉会 

（配布資料） 

○構造改革特区推進のためのプログラム（鴻池臨時議員提出資料） 

○平成 15 年度予算編成について（塩川議員提出資料） 

○予算執行調査について（塩川議員提出資料） 

○会計検査院提出資料 

1




平成 14 年第 29 回 議事録 

○来年度税制改革の基本的方向について（塩川議員提出資料） 

○税制改革と経済財政政策の運営について（石税制調査会会長提出資料） 

○税制改革について （平沼大臣提出資料） 

○政策金融機関の活用方針（塩川議員提出資料） 

○産業の再編、事業の早期再生（平沼議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年29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。 

今日の議事でありますけれども、大きく４つございます。１つは、構造改革特

区の問題、第２が、予算の編成及び執行調査の問題、第３が、税制の全体像の話、

そして第４に、総合的な対応策の問題でございます。 

このうち、構造改革特区の問題に関しましては、鴻池大臣と石原大臣に臨時議

員として御出席をいただいております。また、予算の問題に関連しまして杉浦会

計検査院院長が、税制と総合的な対応策に関しまして後ほど石税調会長に御参加

をいただきます。 

○今後の経済動向等について

（竹中議員） それでは、議事でありますが、今日は、実は日本銀行の方から重要な

政策の決定の発表があったということで、冒頭に速水総裁の方から御報告をいた

だきたいと思います。 

（速水議員） 飛び入りで申し訳ございませんが、お手元に日本銀行席上配布資料と

いう３つ資料があると思います。１枚開けて「『不良債権問題の基本的な考え方』

の要点」というところをご覧ください。 

これは、前々から不良債権問題について、私どもの考え方をまとめて発表した

いということを申しておりましたが、今日政策委員会で決めました。 

１枚で書いてありますのが要旨でございますが、不良債権問題の基本的考え方

について申しますと、不良債権問題の克服のためには、まず不良債権の経済価値

の適切な把握、それから早期処理の促進が是非とも必要だということ。また、金

融システムの機能強化のためには、それだけでは十分ではなくて、金融機関が今

後発生し得る信用コストに対処しながら健全な企業活動をサポートできるように

収益力を強化すると同時に、借り手の企業サイドの収益力強化や企業再生の取組

みも推進すべきである。 

一方、こうした取組みを進める間に危機発生を未然に防止する体制を構築する

必要がある。すなわち、不良債権の処理を積極的に進める金融機関が、結果とし

て自己資本を毀損する可能性があります。その場合でも財務内容の透明性や経営

方針について、市場の信認が得られれば市場での資本調達が可能となるはずです。

しかしながら、何らかの事情で市場調達が困難であり、かつ金融システムの安定
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確保が必要な場合には、公的資本の注入が政策対応の１つの選択肢として検討さ

れるべきであると思います。私どもとしては、本ペーパーが不良債権問題の克服

に向けた各般の今後の取組みに資することを期待しております。 

もう一つは、金融機関の保有する株式の買入につきまして、具体的な方法を今

日発表いたしました。それにつきましては、一番最後のページに資料３というの

があります。これをご覧いただきたいと思います。これはどうしてこういうこと

をやったのかということを分かっていただくために４つのチャートがあります。 

「新たな施策の背景」で、株式の保有比率は御承知のとおりだと思いますが、

ご覧のように青い線は、金融機関が持っております40％弱の株式保有です。それ

から、赤い線は個人が持っております30％弱。それから外国人が約12％。その他

は、企業等が持っておる訳です。こういうふうに金融機関の保有比率は大体減り

もしないで横に並んでおります。個人の方はもう少し増えなきゃいけないんです

けれども、こういう状況です。 

その下に、これも御承知でしょうが、ここへ来て上の赤い点線がアメリカのＮ

Ｙダウですが、これがドカンと下がって、日経平均も下がっている。それから、

その下の表でフランクフルトとか、あるいはロンドン、青は日本ですが、アメリ

カの下がりにおろおろしている。かなり大きく下がっております。ドイツなどは

年初来４割近い下がりになっております。 

この次のページで、主要行の経営体力をご説明します。その前にその下の数字

をご覧ください。主要11行の「Tier１」、これはコアとなる自己資本ですね。こ

れが３月末で17.3兆円、それから株式の保有が25.6兆円、差額が８兆3,000 億、

これがこの９月になって大分減りまして、株の価格が下がっておりますが試算に

よれば６～７兆円に縮小していると見られますが、いずれにせよ保有株式が「Tier 

１」を上回っている。これを少なくとも自己資本に収まるように持っていかなけ

ればいけない。上のチャートでお示ししましたように、これは大手の自己資本の

金額です。１７～８兆円ぐらいあるんですが、この白いのが資本金・法定準備金・

剰余金、ノーマルな自己資本であり、青いのが前回入れた公的資本です。2000年

の３月の黄色い、その上に乗っかっているのは有価証券の含み益だったんです。

この含み益をずっと貯めて、貯めて、それで不良資産の償却やら色々使っておら

れた訳ですが、御承知のように、昨年の秋から時価評価になりましたし、それか

ら、株も下がってきたということで、今年の３月の決算では、白い本来の自己資

本と公的資本にむしろ含み損が食い込んできている。これ以上、株価が下がって

いけば、ここは自己資本が下がっていく。これを放っておけないということがあ

って、この下の表にある６～７兆円の差額を今のうちから何とか吸収しようとい

うので、その前に資料２というのが２ページ前にありますが、これを今日決めま

した。私どもの買う買取りの具体的なポイントだけを、ここに並べました。 

なるだけ早く始めたいと思いますが、信託を使いまして、平成15年９月まで２

兆円ぐらいを買おうかということにしております。もちろん、対象株式には条件

を付けますし、色々インサイダー取引とか、株式に伴う日銀らしくないことが起
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こったりしては困ると思いますし、それから、日銀の財務の健全性を保つために、

手を打つつもりでおります。そういうことは、余り具体的に説明してもあれでご

ざいますので、本日政策委員会で決定して４時過ぎに発表いたしましたので、そ

れだけ報告させていただきます。どうも色々と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。御議論あろうかと思いますが、これに関す

る議論は、一番最後の総合的な対応策の中で併せて御議論いただければありがた

いと思います。 

お待たせいたしました。構造改革特区の進捗につきましてでございます。本日、

閣議後に第３回の推進本部が開かれました。それらを踏まえまして、鴻池大臣か

ら御説明をお願い申し上げます。 

（鴻池臨時議員） それでは御説明申し上げます。７月26日に構造改革特区推進本部

が設置されました。構造改革特区の実現に向けて政府一体となった検討を行って

まいりましたところであります。これまで地方公共団体や民間から出された426

件の提案、このうち900 項目の規制改革事項について、実現するためにどうすれ

ばいいか。こういう方向で検討を重ねてまいりました。この度、構造改革特区を

推進するための具体的な制度の骨格、次に構造改革特区において講じる規制の特

例措置、次に今後のスケジュール、この３点について構造改革特区推進のための

プログラムとして決定を本日させていただきましたので御報告をする次第であり

ます。 

お手元のポンチ絵をご覧いただきたいと思います。最初に構造改革特区制度の

骨格について御説明いたします。 

まず、１．政府は構造改革特区基本方針を閣議決定いたします。２．内閣総理

大臣は計画が地域活性化に資するものである等と認められるときは、地方公共団

体が作成した計画を関係行政機関の長の同意を得た上で認定をいたします。３．

このような手続を経て、計画が認定を受けた場合、規制の特例措置が構造改革特

区において適用されます。これらの事項を内容とする一本の法案を制定いたしま

す。また、特区法制定後も定期的に地方公共団体や民間事業者等から規制改革の

要望を受け、法令の改正等必要な措置を講じてまいります。 

次にプログラムにおいて、特例措置を講ずることができる規制を別表として列

挙しております。別表であります。「構造改革特区について」という参考資料で、

その概略を説明しておりますので御参照いただきたいと思います。 

構造改革特区において実施することができる規制の特例措置は、例えばであり

ますが、農業生産法人以外の法人の農業への参入、研究開発、学校制度の特例に

よる教育課程の弾力化や教科の自由な設定などであります。 

一方、構造改革特区の検討の中で、構造改革特区に限定するのではなく、全国

において実施するものとした規制改革事項があります。それらは、例えば、労働

関係の規制の緩和、コンビニエンス・ストア等による地方税の収納の容認、外国

人医師について臨床修練制度での対応でございます。 

最後の今後のスケジュールでありますけれども、先ほど説明いたしました構造
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改革特区制度を実施するための法案を今臨時国会に提出するよう準備をいたしま

す。地方公共団体や民間から受け付けた規制改革要望事項のうち、プログラムに

掲載されていない規制につきましては、引き続き実現するためにはどうすればよ

いかという観点から検討を行ってまいります。さらに、平成15年１月15日を期限

として、再度、地方公共団体及び民間から幅広く提案を受け付け、必要な対応を

速やかに図ってまいりたいと存じております。 

以上が本日決定いたしました構造改革特区推進のためのプログラムの概要であ

ります。今後、このプログラムに従って、地方が自発的に立案し、地方のアイデ

アを最大限実現できるような制度となるよう、着実に構造改革特区を推進してま

いりたいと存じております。 

今回のプログラムは、いわば構造改革特区の第１弾であります。今後も地方公

共団体や民間の提案を広くお聞きしながら、今回調整がつかなかったものも含め

て更に多くの規制を構造改革特区の対象とし、構造改革の突破口としてまいりた

いと思いますのでよろしく御指導を賜りますようにお願いを申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、本議題について御自由に御発言

がありましたらお願いいたします。 

（吉川議員） ただいま鴻池大臣から御説明がありましたが、特区において実施でき

る規制、全国において実施することとした規制改革と、２つあります。元々特区

というのは、規制改革をできるだけ早く進めるというのが基本的な理念だったと

思うんですが、全国でやるというのはもちろん大変結構だと思いますが、特区で

はなくて全国に変えたために実施が遅れるということはないという理解でよろし

い訳ですか。 

（鴻池臨時議員） 吉川先生の思っていらっしゃるところと、私どもの考えていると

ころは一致する部分が多々あろうかと思います。しかし、この風穴を開けていく

ということよりも、全部を見た方がより良き方向ではないかという意見にも耳を

傾けなければならないと思いますけれども。どのような方法でやるとか、期限を

切るとか、こういったことに向かって、我々調整を図っていきたい、このように

考えておるところであります。 

（牛尾議員） 大変に迅速にことが進んでいる方向を聞きまして安心をしております

が、ともすれば、特区というのは拡散していきますので、共通の視点として、こ

の特区を実現することによって、雇用が増えるかどうかというのは非常に重要な

ポイントだと思うんです。だから、全体の中で特区設置による雇用の拡大という

ものをどういうふうに計上するかという視点を置いて、雇用拡大を重要な目的の

１つにしたい。いわゆる就業機会の拡大ですね。もう一つは、やはり雇用は全体

としては情報化時代、ハイテク時代は大都市集中型の傾向が出ますので、この特

区によって地方を活性化するという視点を非常に重視したい。でありますから、

第２回目の15年１月15日を期限として再度募集をするときに、１回目の地域分布

の中で、特に空白の多いところは、国会議員等に直接指示をして、満遍なく各地

で非常に魅力のある特区が出てくるような按分を頭に入れるという、要するに、
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特区は地方活性の重要な手段だという、この２つの視点を特別に大臣の頭に入れ

ておくことをお願いしたい。以上であります。 

（鴻池臨時議員） ただいまの牛尾先生の２点の件につきましては、十分参考にさせ

ていただきまして推進をしていきたいと思っております。ありがとうございまし

た。 

（本間議員） 積極的にこの問題に対応していただいておりまして、ありがたく思っ

ております。これから議論をしてまいりますときに、これは全国一律的な形で規

制改革をするという事項が一方であり、そして、特区で対応するという分類がも

う一方である訳でありますけれども、全国で実施するというのは、明確な時間設

定をしてまいりませんと、やらないことの隠れ蓑になるという危険性が非常にあ

ろうかと思います。したがって、この辺のところは、今何故できないかという問

題をきちんと各項目ごとに理屈を付けてネガティブリストの整理をした上で、何

が改正のために必要かということを明示していただいて、是非、情報公開等にも

御配慮いただきながら、積極的に規制改革を進めていただきたいと思います。 

それからもう一つ、特区というのは、もともと全国レベルで実施することが困

難であるということから、地域的にそれを認めて構造改革推進の突破口にしよう

ということでございます。今、牛尾議員の方からお話が出ましたとおり、地域は

構造改革において、ある意味では被害者というような意識を持っている状況の中

で、この特区認定を積極的に推進し、地方活性化のための起爆剤にするというこ

とが必要だろうと思います。その際に、これはある意味で行政効果として問題が

あるというような指摘もございますけれども、発生する問題においては地域的に

克服しながら、構造改革を全国に広げていくという発想が非常に重要でございま

すので、是非地方からの提案については、幅広く前向きに対応をしていただきた

いと思います。 

それから、３点目は、誤解に基づくというような区分がございます。しかし、

日本の場合には隠された行政指導というものがあって、建て前としてはやれるけ

れども、実際にはできないというものが多々あるというのが地方行政団体からの

声でありまして、ここも誤解だというように切り捨てることなく、何処でそれが

障害になっているか、そして地方からの反論もできるような形で、積極的に特区

でやるのか、全国区でやるのかという仕分けをしていくという作業が必要だろう

と思います。以上の点、よろしくお願いいたします。 

（鴻池臨時議員） ありがとうございました。３点の先生の御指摘、十分勉強を重ね

ながら進めていきたいと思っております。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。石原大臣特にございますか。 

（石原臨時議員） 特にございません。 

（竹中議員） ありがとうございました。この第２次募集の話も前回の諮問会議で出

た意見を早速実現に結びつけていただいたということでありますので、引き続き

特区実現に向けて速やかに行われますように、諮問会議としても支援をしてまい

りたいと思います。鴻池大臣、石原大臣、どうもありがとうございました。 
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（構造改革特区担当大臣、規制改革担当大臣退室） 

○平成15年度予算編成及び予算執行調査について

（竹中議員） 続きまして、15年度予算編成について議論をさせていただきます。塩

川大臣から予算編成及び予算の執行調査について御提出をいただいております。

塩川大臣よろしくお願いいたします。 

（塩川議員） 今日は、各歳出分野ごとの現時点で見込まれております主な論点を報

告させていただきたいと思います。予算の全体から言いまして、要求がありまし

た予算から最終的に３兆円ほどを削らなければ、予定のとおり14年度予算にほぼ

近い線にならないということでございまして、これからの査定を厳しくやってま

いります。そのためには、まず裁量的な経費というものを２％削り、それから公

共事業で３％削るというような内容でありますので、この中身につきましては、

主計局長から報告させます。 

それからもう一つ、これに併せまして、昨年実施いたしました予算執行の調査

でございますが、これの中身につきましても一緒に主計局長から説明いたします

ので、よろしくお願いします。 

（林主計局長） お手元の資料に基づきまして御説明申し上げますが、最初に15年度

の歳入、歳出全体の姿、いずれ御相談を申し上げますが、今後の予算編成過程で

見極めていきますが、歳入面の税収が当然のことながら大きいポイントになりま

す。歳出面で削減を通じまして、国債発行額を縮減する努力を払ってまいります

が、国債増加圧力の面で、15年度予算が非常に厳しい状況にあるということでご

ざいます。ここが１つのポイントだろうと思います。 

今お手元の紙を１枚めくっていただきますと、ポンチ絵がございます。これは

既に御案内のとおりでございます。８月に決めていただきましたシーリングに基

づきまして、各省庁からこうした要求が来ている訳でございます。これを一般歳

出でどう重点化していくか、それから削減していくかということが第２のポイン

トになります。この真ん中の義務的経費でございますが、これはこちらの会議の

集中審議、あるいは地方分権改革推進会議で制度見直しの議論が行われておりま

すので、こうした成果をできるだけ取り込んでいくということと、あと人件費の

抑制、あるいは更なる査定減というようなことで、これは極力抑制していくこと

にしたいと思っております。 

それから両サイドの公共投資、裁量的経費、これは先ほど大臣も仰られました

が２割増の要望を認めております。省庁の枠を越えて、メリハリ付けを可能とす

る土台の部分ができあがっております。今後、公共投資は３％減、裁量的経費に

ついては約２％減という予算の上限を現出するには３兆円ぐらいの大幅の査定減

が必要でございます。いずれにしてもメリハリの効いた重点化方針、こういうも

のを御議論いただきましてきちっとした予算編成をやっていきたいと思っており

ます。 

それから、２枚おめくりいただきますと、こうした要求、要望を受けましての

 7




平成 14 年第 29 回 議事録 

予算編成についての現時点での取り敢えずの考え方を整理しております。先ほど

申し上げました２つのポイント、国債発行額の増加圧力、一般歳出のメリハリを

念頭に15年度の予算編成を進めて、歳出改革を加速していきたいということでご

ざいます。全体の基本的な考え方は、そこにございますように３つ掲げてござい

ますが、メリハリの予算編成、それから徹底した無駄の排除、あるいは物価・賃

金の下落、事務運営の効率化、こうしたものを的確に反映した予算にしたいとい

うことでございます。 

各歳出分野の論点につきましては、まさに今現在各省庁から話を聞き、議論を

進めているところでございますが、以下のような論点があるのではないかと現時

点では考えておりまして、それを御紹介させていただきます。これらの論点はい

ずれも大きいものでございます。今後、財政制度審議会にもお諮りをして議論を

深めていきたいと考えているところでございます。 

最初に社会保障でございますが、ここにございますように、社会保障全般につ

いて物価賃金の動向を踏まえた単価の見直しを進め、その効率化、適正化を図る

ことが重要であるというふうに思っております。物価スライドの完全実施を含め

まして、生活保護基準あるいは介護報酬等の見直しを行う必要があるというふう

に考えております。 

特に、年金につきましては、16年度に年金改革がございます。現役世代に対し

てかなり厳しい話をせざるを得ないということから、公平の観点から15年度予算

では、まず制度に組み込まれた給付抑制策である年金物価スライドを完全実施す

べきだというふうに、私どもは考えております。このほか雇用につきましても、

制度見直しが必要でございます。生活保護基準あるいは介護報酬についても、物

価賃金の動向を踏まえて水準の引下げに取り組む必要があるというように考えて

おります。 

文教科学振興では、義務教育が大きな論点になろうかと思います。地方の自主

性を高め、教育改革を推進することが重要でございます。この観点から義務教育

費国庫負担の見直しが必要だと思っておりまして、文部科学大臣の御提案による

5,000 億円の段階的縮減、地方分権改革推進会議の中間報告で提案されておられ

ます定額化、交付金化等の見直しが課題になろうかと思います。 

また、教育の向上のために限られた予算を最大限に活用するという観点から、

義務教育の関連予算につきましては、教職員の定数改善計画の見直しを含めた施

策の優先順位を改めて明確にして、重点化を図ることが必要ではないかというよ

うな問題意識を持っております。 

それから、研究開発プロジェクトでございますが、科学技術についても聖域化

することなく、徹底したスクラップ・アンド・ビルドによる優先順位、これは総

合科学技術会議に付けていただく訳ですが、こうしたものも踏まえた新規施策の

厳選と既存施策の大胆な見直しが必要だろうと考えております。 

ＯＤＡにつきましては、閣議了解で予算規模を見直すということがされており

ます。我が国の経済、あるいは財政状況を踏まえますと、現実問題としてＯＤＡ
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の思い切った縮減を行わざるを得ないのではないかというように考えます。 

中小企業につきましては、ここにございますように、中小企業の前向きな自助

努力の支援等、中小企業の構造改革の促進に資する施策への重点化を図るといっ

た観点から、引き続き歳出内容を見直すべく議論していきたいと思っております。

あと、防衛でございますが、ここにございますように、非常に硬直化した予算

でございます。将来の防衛予算のことも考えまして、正面装備等の新規計画の抑

制ということが必要だろうと思います。 

あと、農水予算でございますが、ここにございますように、内容を精査してま

いりますが、米政策の見直しが必要でございます。食管特別会計の財政状況が悪

化してきておりますので、そうした観点から見直しが必要だということだと思い

ます。 

それから、司法・治安でございますが、ここにございますように、事件増・収

容者増がございます。こうした実態も踏まえて、どうぎりぎりの効率化を中心と

した対応で、どこまで要求に応えられるか検討をしていくところでございます。 

公共事業のつきましては、長期計画の見直し、４公団の民営化、特定財源のあ

り方につきまして、こうした観点から議論を進めてまいりたいと思います。 

それから、国・地方（三位一体の改革）につきましては、「基本方針2002」を

踏まえまして、15年度予算における「改革の芽出し」に向けて検討を進めてまい

りたいと思います。 

国庫補助金負担金につきましては、地方分権改革推進会議の最終報告を踏まえ、

諮問会議あるいは関係閣僚による検討が進められますが、国・地方を通じた行政

のスリム化の観点からの見直しを行うことが必要だろうと思います。 

あと、交付税につきましては、ここにございますように、交付税総額を抑制し、

財源保障機能を縮小する。あるいは税源については、上記改革と合わせて検討す

るということで今後進めてまいりたいと思います。 

いずれにしましても、実質前年度以下という閣議決定がございます。中身も歳

出カットにふさわしい内容にするためにも、私どもも誠心誠意努力していきたい

と思いますが、諮問会議におかれましても御議論を深めていただき御指導をいた

だきたいと存じます。 

また、もう一つの塩川大臣の提出資料、予算執行調査も併せて御説明申し上げ

ます。簡単に御説明させていただきますが、予算執行調査は塩川大臣の御指示に

よりまして、今年の４月から主計局に予算執行評価会議を設置して、財務局の協

力も得まして実施いたしました。いわゆる、プラン・ドゥー・シーのシーの部分、

これを予算編成に活かして、歳出の効率化を図っていくということを目的といた

しました。 

   14年度は、現在までのところ、これはお手元にございますが、43事業を各省と

相談いたしまして、選定いたしまして取りまとめて調査結果を公表いたしました。

この調査結果は、いずれも15年度予算編成に的確に反映すべく、各省庁と今、具

体的な詰めを行っているところでございます。15年度以降も継続して調査を実施
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いたします。この選定基準ですが、これは予算の査定担当者自らの問題意識、あ

るいは会計検査院の検査報告等を端緒といたしまして、予算の効果、それから進

捗状況、コスト、このいずれかを解明すべき問題として含むものを選定いたしま

した。 

なお、会計検査院とは去る９月に主計局、会計検査院双方の間で意見交換会を

実施いたしておりまして、今後また、総務省行政評価局も含め連携を強化してま

いりたいと思います。 

   43事業の調査結果は、お手元のとおりでございますが、制度改革あるいは規制

改革の推進等によりまして、コスト縮減の余地があるもの、それから事業の重点

化、採択基準の見直しにより効果を増大する余地があるもの、それから費用対効

果分析の導入、あるいは事業の集約化により効率化を図る余地があるもの、こう

したことが多く見受けられました。15年度予算編成に的確に反映してまいりたい

と思っております。 

以上、簡単でございますが御報告にかえさせていただきます。 

（竹中議員） それでは関連いたしまして、杉浦会計検査院院長から御説明をお願い

申し上げます。 

（杉浦院長） 会計検査院長の杉浦でございます。今日は私ども会計検査院の活動に

つきまして御説明できるということで大変ありがたく思っております。 

御提出いたしております資料に従いまして御説明を申し上げたいと思いますが、

まず、会計検査院のあり方、立場を申し上げておきたいと思います。堅苦しい言

い回しではございますが、私どもの機関は憲法上の機関といたしまして、政府の

外部の立場から国や国の出資法人、あるいは財政援助先の会計検査を行っており

ます。 

会計検査の目的は、国などの予算執行が適切かつ効率的、あるいは効果的に行

われるよう会計経理を監督し、その適正を期しかつ是正を図るという中身でござ

います。 

検査の結果は決算検査報告に取りまとめて内閣を経て国会まで提出することに

なっておりますが、その中身の最新のデータにつきまして、お手元の資料の３ペ

ージ以下に載せてございます。直近の平成12年度の検査報告におきましては、こ

の合計欄一番左でございますが、275 件の項目につきまして、指摘あるいは問題

提起を行ったところであります。これらの中身につきましては、次の４ページ、

５ページに主要な事例が載せてございます。お時間がございましたら後でご覧を

いただきたいと思っております。 

それでは、資料７ページ最後の横長のページですが、これをちょっとご覧いた

だきたいと思います。会計検査院では、従来から社会経済の動向などを踏まえま

して、検査活動の拡充に努めておるところでございます。 

まず、上段の方、赤い枠が色々出ております。この領域や観点でございますが、

昭和60年代以降、年金や医療という、いわゆるソフト分野の検査やＯＤＡ等の検

査に取り組んでまいりました。最近は公共調達をめぐる入札契約事務の検査に取
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り組んだり、あるいは財政の理解や見直しに資する情報提供や提言を充実させる

べく検査対象の検査分析を行っております。このような検査の領域や観点が拡大

充実いたしましたものですから、同じページの青いところ、下に書いてございま

すような検査報告への扱い方も色々工夫して順次拡大をいたしております。 

それでは、最後に会計検査のごく最近の動向、あるいは今後の方向といったこ

とにつきまして、３点ほどここで申し述べておきたいと思います。 

第１点は会計検査の基本であります正確性、合規性の観点からの検査を改めて

徹底したいということであります。昨今、行政におきます不祥事が多発し、国民

の批判も大変厳しいものがあります。この背景には個々の職員の意識の問題に留

まらない組織全体の会計規律の乱れがあるように見受けられます。したがって、

合規性の検査という会計検査の基本を今一度強く認識して取り組まなければなら

ないと考えております。 

第２点は、有効性の検査の充実でございます。これまでも合規性の検査に加え

まして、経済性、効率性、さらには有効性の観点からの検査の充実に努めてまい

ったところでございますが、その中で特に事業や施策の効果を問う有効性の検査

の拡充強化を図っております。その結果、甘い計画に基づいて事業に着手したた

め、将来の国民負担が増大しかねないなどの事態が見受けられますので、引き続

き、この有効性の問題については充実してまいりたいと思っております。 

第３点目は問題提起、情報提供の拡充でございます。財政の状況や事務・事業

の進捗状況、効果発現状況などにつきまして、当事者の情報開示とは別に、外部

の第三者のスクリーニングを経ました情報の提供、さらには問題の提起が行われ

ることは、予算編成や行財政の見直しに当たっても重要であると考えておりまし

て、さらに拡充を図っていきたいと考えております。 

検査院といたしましては、今後とも適正かつ合理的な予算編成や行財政の執行

に寄与する検査をしてまいりたいと思っております。はなはだ簡単ではございま

すが、検査院の説明にかえさせていただきます。ありがとうございました。 

（石政府税調会長入室） 

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

（吉川議員） 質問させていただきたい。今、会計検査院の院長から御説明がありま

したが、会計検査院の従来の報告というのは、翌年の予算編成には何かフィード

バックというか政府として生かされる、そうするための制度的なルールというは

あるんでしょうか。 

（杉浦院長） 私どもの検査は、前の年度の検査を翌年やります。12年度ですと12年

度の検査を13年度にやりまして、そして13年度の11月中にはまとめて内閣へお出

しする。そのまとまりましたものにつきまして、内閣の方で吟味もしていただく

ということで、予算の編成のところ、あるいは翌年の予算等に利用していただけ

るものと思っておりますが。 

（本間議員） 塩川大臣のリーダーシップのもとで予算執行調査をしていただきまし

て、大変参考になりました。また、今、会計検査院院長から効率性のお話をいた
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だきましたが、80年代以降各国とも予算編成における効率性の向上というものが

政府全体で非常に大きなテーマになってきたという具合に思います。その意味で、

色々取り組んでいただいておりますことは非常に前進だと思いますが、各国の予

算編成の改革に比べて、いかにも部分的で、政府全体で取り組んでいないという

ことは否めない事実だろうと思います。 

これは公会計制度の現金主義から発生主義への移行、事前的な評価及び事後的

な評価、そしてそれをフィードバックさせるようなインセンティブの創設、こう

いうことを、例えば法律改定まで含めてやっているのが各国の事例でございます。

総務省が担当している事前、事後の評価の問題も、もちろん今議論をされておる

ことも承知しておりますけれども、どうも遅々として進まない。私は予算編成上

の合理性に対する疑惑が納税者、国民に対して非常に不信感を与えているのでは

ないか。是非、これは今後検討していただきたいと思いますが、総合的な政府部

門内部における行政手法の改革ということを、できましたら総理が議長になって

いただいて、包括的にこの問題について対応をしていただけないかという気がい

たします。 

会計検査院院長のお話がございましたけれども、どちらかというと、予算の合

規性が主たる問題でございまして、経済的な合理性あるいは有効性に関しては、

必ずしもフィードバックされて予算編成に反映されているという具合には思って

おりませんので、そうしたメカニズム設定も含めて、是非検討をお願いしたいと

思います。 

（塩川議員） 本間先生おっしゃるのはそのとおりでして、役人同士馴れ合いがあっ

て、ここから以上は言わんでおいてくれとか、そういうことがあるんです。です

から、これはなかなか進まないんです。そこで、私が思っているのは、こちらの

責任で世間に公表したらどうだろう。こういうことがあるんですということをど

んどん言ったらどうだろう。そうすると、その役所は迷惑かもわからんけれども、

そうでもしないと、なあなあ同士で、おまえかて分かっているやないか、そんな

ことぎゃあぎゃあ言うなよとなってしまって、お互いに収まっているのが多いん

です。だから、そういうことを考えてみたいと思いますので、こういうところで

取り上げてもらってもいい訳ですね。随分問題はあります。 

（片山議員） 御承知のように政策評価法というのが４月から施行になりまして、法

律が通ったのは去年ですけれども、今までの行政監察が政策評価と行政評価・監

視と二通りになったのです。今まで総務庁行政監察局だったのですけれども、今

は行政評価局で、管区評価局がブロックごとに置かれています。それから、行政

評価事務所がその下にある。そこで今一生懸命やっておりまして、行政評価・監

視というのは、個別の不適正な事項を指摘する訳ですから、これは公表している

のですよ。新聞は書くこともありますけれども、あまり書いてくれないですね。

そこでそういう政策評価というのを事前、事後と真ん中と分けて４月から本格的

にやることになっていますから、これを予算や組織定員の査定につなげなければ

いけないということで今色々検討しております。是非成果がきちっと出るように、
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財務省や場合によっては会計検査院、会計検査院は会計処理が中心ですけれども

色々検討したいと思います。本間先生、皆さんの言われたことはちゃんと受けと

めさせていただきます。 

（吉川議員） 歳出の効率化というは常に必要な訳ですが、もう一回強調したいこと

は、後ほども議論になるんだろうと思いますが、マクロの政策として、やはり歳

出の中身を徹底的に見直すというのは、現時点で残された数限られた政策手段の

１つだと思います。歳出の総額は抑えていく訳ですから、量は抑えるけれども、

質を徹底的に良くする。そういうことで財務省主計局の方でも要求２割増という

ことが認められたと思うんですが、昨年来我々は民間の投資を呼び込むようなと

ころにもっていこうということを言っている訳ですが、政策手段が限られている

中で非常に大切な１つの政策ですから、予算の中身を見直すということを本気で

やっていただきたいと思います。 

（塩川議員） これを読んでいただければわかりますが、指摘事項ばっかりなんです。

どうしようということはこれからの問題ですから、これは個々に私の方から主計

官を呼んで、これはどうするんだということで突っ込んでみたいと思っておりま

すので。そうすれば具体的な改革が出てくると思っております。 

（小泉議長） 具体的な事例はないんですか。こういう問題があるとか。 

（塩川議員） 例えば、学校建設の単価ですね。こういうのは特例なことをやってい

るものだから、そんなのは必要ないんだから。ちょっと特注になっちゃうんです。

だから、普通のコストからいうたら特注だから２割ぐらい高いんです。何も特注

でなくてもいいじゃないかということになってくる訳です。これが１つ。 

もう一つ、ここにも指摘されておりますけれども、自衛隊の自動車の整備、民

間に委託したら随分出来るんです。こういうのは分かっているんです。そういう

中でもなかなか出来ない。というのは、そういう係がちゃんとあるんですとなっ

てしまうから、そこの仕事がなくなっちゃうからと……。 

（牛尾議員） アウトソーシングをすればいい訳ね。 

（塩川議員） そうそう。そういうようなことを、これからもう一回改めて相談して

みたいと思うんです。 

（片山議員） 国会でも衆議院と参議院で自動車修理工場があるのですから。ほかか

ら入ってきていない。人がいるから外注しない。もの凄く効率が悪いですよ。 

（本間議員） 今の点で２つステップがあると思うんです。１つは所要の目的に対し

て行政コストが最低になっているか、ミニマイズされているかという行政コスト

の問題。 

それからもう一つは、与えられた予算の配分の中で効率的にプライオリティ付

けができているかどうかという問題。今、塩川大臣がおっしゃった問題は、どち

らかというと前段の問題でありまして、後段の問題は、例えば、四国と本州との

間で橋をかけるときに、どうすれば３本も建設することを排除できるようなシス

テム作りをすることができるのか、ということ。政治家の方々の最終的な決断と

いうものはもちろん認める訳ですが、しかし、その前提条件になる事前的な評価、
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コストの問題、そして事後的に検証しながら、失敗をした場合には、それを次の

経験の中で生かし込んでいくようなメカニズムをどう作っていくか。この２つは

公会計制度の見直しの問題と予算編成上におけるコスト・ベネフィット分析の両

方があって初めてできる問題だろうと思いますので、そこを基本的な形で議論を

し直していくということが求められているテーマではないかという具合に思いま

す。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。この問題はずっと以前から議論と

しては出ているんですけれども、あんまり議論を深めないまま今日に至っている

というふうに思います。予算、行政のおけるプラン・ドゥー・シーのあり方につ

いて、本間先生は御専門家だと思いますので、実際何を議論しなきゃいけないか、

何をチェックしなきゃいけないかということで、その中で、来年度の予算編成の

中に反映できることはあるのかどうかということの、議論の整理を一度していた

だければありがたいのかなというふうに思っております。行政評価局でも色々御

苦労なさっていると思いますので、そういういったこともちょっと含めて御検討

いただければと思っております。いずれにしても、15年度予算については、11月

末を目途に取りまとめる予算編成の基本方針の策定に向けまして、メリハリの予

算、徹底した無駄の排除などを体質改革を加速する方法で更に議論を深めてまい

りたいと思います。 

（塩川議員） ちょっと一言だけつけ加えさせてください。これをやろうと言いまし

たら、ここを今度地方分権でも機関委任事務が法定受託事務で始まる。中身ちっ

とも変わっていませんね。それから必置義務がありますね。これも変わっていま

せんね。ここなんかは検討する必要があるんだ。ここは予算執行上は非常に大事

な問題だと思いますね。 

（竹中議員） 今日の御論議は例の歳出の集中審議の中でも是非議論をしていきたい

と思います。 

杉浦院長、どうもありがとうございました。 

（会計検査院院長退室） 

○「税制改革の全体像」等について

（竹中議員） 	 それでは、引き続きまして、「税制改革の全体像」の話でありますけ

れども、前回色々と活発な御議論をいただきまして、「税制改革の全体像」とい

うのはどういうイメージなのかという御指摘もありました。前回も御議論をいた

だきましたけれども、多くの点では議員の意見は一致している訳で、まだ未解決

の問題ばかりに焦点が当たっておりますけれども、今のところで取りまとめたら、

こういうことになるのではないかというのが「税制改革の全体像（案）」でござ

います。この中ではずっと議論してきたことばかりでありますけれども、まだ、

引き続き議論しなければいけない問題としては、総合的な対応策の一環として、

先行減税を１兆円を超えるできる限りの規模とする必要がある。具体的には財政

規律を堅持しつつ、今後のマクロ経済動向等を踏まえて決定する。ペーパーの中

 14




平成 14 年第 29 回 議事録 

程でありますけれども、（２）の第１のパラグラフの下の方ですけれども、「法

人税率の取り扱いについては、マクロ経済の状況、国際的視野、税体系のあり方

も勘案しつつ引き続き検討する。」この２点については、引き続き検討を要する。

後のことにつきましては、総じて意見が一致しているということではないのかと

思います。 

文章そのものは事務的に回しまして、事前に調整をさせていただいております

が、１点外形標準課税の表示の仕方については、意見の調整が間に合いませんで、

引き続き議論の調整をさせていただきたいというふうに思っております。この点

も含めまして御意見ございましたらどうぞ。 

（平沼議員） 私、資料を出していますけれども。 

（竹中議員） ここでどうぞ。平沼議員、先に御議論ください。 

（平沼議員） 私からの２枚紙で一番上は表紙ですけれども、ここに書いてあるとお

りですけれども、◎の最初のところは、これは今まで議論したことでありまして、

税制のあり方について、かねてから私の考えを整理しておいたところで、こうし

た経済情勢の中で、事業者の意欲的な経済活動を強く後押しする税制を打ち出す

べきだ。 

それから下の方の◎ですけれども、外形標準課税につきましては、事務方に引

き続きよく議論するように指示してございますけれども、今、デフレ懸念が一層

高まる中で、ある意味では雇用の足を引っ張る形のこういう課税というのは適当

ではないと思っておりますので、この点は強く申し上げておきたいと思います。 

前回のときに、片山総務大臣にはよく説明をして、皆さん方に納得ということ

を言いましたけれども、この問題は今急にやることじゃなくて18年度からやる、

そして、４分の１、２分の１、こういうことを私どもも承知しておりますけれど

も、今非常にデフレが厳しい中でやることは、何よりもデフレ克服に最優先で当

たるということでありまして、その時点で景気が回復しているというような見方

もありますけれども、それはまだわからない訳ですから、私どもとしては、今は

デフレ克服に全力を挙げていく。こういうことなんで、私どもは引き続き議論を

させていただきたい。こういうふうに思っております。 

（片山議員） 平沼大臣ね、別に言うつもりもないのですが、賃金に対する課税では

ありません。これは大変な誤解があるのです。給与を増やしますと、結局、単年

度の損益がマイナスになりまして、それを通算しますから。結局、給与を減らす

と利潤が大きくなるから、そうすると通算しますから一緒なのです。減らすと利

益の方が大きくなる。あるいは損が増えるかです。今度給与を増やすと、利益の

方が小さくなるのでトータルでは同じなのです。それが一つでして、そこのとこ

ろが誤解があると思います。 

それからもう一つは、付加価値だけですと、やはり給与の占める割合がその中

では大きいという議論があるものですから、資本を３分の１入れておりますので、

そこのところの誤解も是非ないようにお願いします。 

それから、この間、政府主催の全国都道府県知事会議を行いまして、総理にも
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お聞きいただいたのですが、昭和25年からですから50年に及ぶ全国知事会等の悲

願でございますので、道筋をつけるということで、16年度から大企業に入れる仕

組みをつくって、それから中小企業は、18年度、場合によっては19年度でもいい

と思うのですけれども、このタイムラグで４分の１、２分の１となだらかに導入

できたらいいなと。こういうことで案も再度見直しておりますので、是非平沼大

臣のところは渋々でもしょうがないなと言っていただかないとなかなか難しいと

ころがあるものですから、かなり経済界も分かってきていただいてはおりますけ

れども、それぞれお立場がありますから。 

（平沼議員） 私どもはもう少しよく話をして、それで非常に経済界のことをおっし

ゃいますけれども、私のところに全国の代表の方々が来ますと、非常に皆さん戦々

恐々とされているし、これは我々にとっては非常に厳しい問題だという御指摘が

ございますから、そういう意味でも、私も余り言うつもりはありませんけれども、

例えば我々が賃金課税というふうに考えているらしいからということでございま

すけれども、雇用を減らして利潤をその分増やすようなことは実際にはあり得な

いと思うんです。企業というのは利潤が上がっているときに雇用を増やして、逆

に利潤が増えない、苦しいときには雇用を減らす、こういうことを考えますと、

やはり賃金課税ではなくて、賃金プラス利子プラス賃料に単年度利潤を足した付

加価値、そういうことを考えますよね。そういうことでこの辺も少し議論させて

いただきたいと思います。 

（片山議員） 付加価値をトータルで捉えるべきですからね。給与が大きくなろうが、

小さくなろうがトータルでは一緒なのです。これについては税理士会も雇用への

影響はないだろうということを正式に報告で言っておりますからね。我々として

も、その点は大変神経を使っているところです。とにかく、この税制が公平なの

です。今のように、７割もの企業が一切払わないということよりも、少しは払っ

てもらう。ちょっとだけ、４分の１だけです。 

（平沼議員） 反論させていただくと、確かに赤字法人というのは払っておりません。

しかし、こういう地方税というのは、大体全体で6.6 兆ぐらいある訳ですけれど

も、しかしその中で、広く、薄く負担するという考え方自体を否定するものでは

ないんですけれども、ただ、赤字法人が全く税金を収めていないというのは誤っ

ていると思うんです。地方税というのは極めて複雑な税体系でありまして、法人

住民税もあるし、固定資産税もあるし、都市計画税、事業所税等もあります。例

えば、今、6.3 兆円、そういう形で払っている中で4.3 兆円は赤字法人が払って

いる。こういう実態もある訳です。ですから、そういったことも、いわゆる中小

の赤字法人というのは確かにインフラを利用しているとか、そういうことはあり

ますけれども、しかし、実際には何も負担していないということじゃなくて、相

当大きな部分を赤字法人が負担している。そして今、本当に厳しい中ですから、

景気は「気」ですから、そういう意味でも片山大臣おっしゃるように、18年、20

年、そしてなだらかに、そういう配慮もしていただいているということは非常に

私どもも多としますけれども、その辺、もう少し議論をしながら、そして全国の
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商工会を構成している中小企業の皆さん方にはっきり理解をしていただくような、

そういう努力を私はしていかなければいけない。 

（片山議員） 簡単に言いますと、今税金には色々ありますが、地方税で一番大きい

のは固定資産税で、これは市町村税です。固定資産税と都市計画税は市町村のお

金です。法人事業税、これは都道府県のお金なので、法人の企業活動に対して、

いろいろある都道府県の行政サービスの見返りを少しでも負担していただこうと

いうことなんです。赤字企業が全く納めていないことはありません。それは当た

り前です。 

（竹中議員） 議論は是非続けていただきますけれども、ちょっと税制に関して、塩

川大臣と石会長からの資料もありますので、それを踏まえて是非お願い申し上げ

たいと思います。 

（塩川議員） この前から何遍も税制改正の基本的な方向は、今年の５月から同じこ

とばっかり言うでおるんですが、今日も竹中大臣の方から提出されましたものを

見ましたらちっとも変わっていない、同じことを言っているんです。ただ、２番

目のところ、総合的な対応のところで、具体的には財政規模を堅持しつつ、マク

ロの経済動向を踏まえて決定する。先行税率の１兆円の枠ですね。これをどうす

るか早く決めてもらわないと話にならない。いつまでもぐったらぐったら言って

おったんでは、総理から１兆円以上のという話があって、そこはできるだけ多く

というけれども、しかし、この減税の幅を大きくすることは、増収の方も大きく

とらなきゃバランスもとれていきませんので、増収の方はそんなにむちゃくちゃ

大きくとっていくこともできないから、最大限考えたら１兆5,000億ぐらいのもん

だと、差額１兆円5,000億ぐらいが適当だなと。これはなかなか党内、あるいは役

所の中でも反対はありますけれども、１兆5,000億でいこうということで話をして

おるんです。そこで、これをどうするかということを決めていただきたいなと思

って、私の方も１兆円を超える限り、規模を目指した減税をしたい。こういうこ

とを言っておるんですから、ここは一致しておると思うんです。ですから、早く

こんな方向でということを決めてもらいたい。 

それから、２番目の改革の方向で法人税の取り扱いについては、マクロ経済の

状況、国際的視野、それから税体系のあり方も勘案しつつ引き続き検討する。こ

れはこれでいいんじゃないですか。私どもの方もこう言っているんですね。法人

課税については、21世紀の我が国を支える戦略分野の成長を支援することにより、

産業基盤を強化し、競争力を醸成するため、研究開発・投資減税などを中心に重

点的に行う。なお、税率の水準についてはマクロ経済の状況、国際的視野、税体

系のあり方、これは真似しているような話だな。 

（竹中議員） 苦労に苦労して調整して……。 

（塩川議員） 先生のところが真似したのかもしれんな。 

（竹中議員） 逆だと思いますよ。 

（塩川議員） 勘案するということでいいんじゃないですか。どうなんですか。 

（竹中議員） 石先生どうでしょう。 
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（奥田議員） 石先生の前にちょっと言いたいんですけどね。 

（竹中議員） どうぞ。 

（奥田議員） 石先生のペーパーを見ていると、その前の「税制改革の全体像」の案

のところに書いてあることが、全然意味がなくなるような表現が出てきておって、

何かやらなくてもいいんじゃないかという感じがするんですが、そんなことはな

いんですか。 

（石税制調査会会長） どこら辺ですか。 

（奥田議員） 「税制改革の全体像」です。 

（石税制調査会会長） それは竹中大臣の意見です。 

（奥田議員） 竹中大臣の言われたことと、今塩川大臣が何回も言うなという話がご

ざいましたけれども、石先生の場合だと、またそれが戻っちゃうというような話

になっちゃって。 

（石税制調査会会長） 発言させてください。 

（竹中議員） まず、石先生の提出資料につきまして、石先生から御説明をお願いし

ます。 

（石税制調査会会長） 先ほどまで基礎問題小委員会を税調でやってまいりまして、

その前に塩川大臣がおまとめになった「来年度税制改革の基本的方向について」

というのは、税調でも今日審議いたしまして、この方向については基本的に了解

いたしまして同じ意見であるということを確認してまいりました。 

それから、今日私が用意してきました税調会長提出資料というのは、正式に言

うと宮島、奥野の両委員から出されました「税制改革と経済財政運営の運営につ

いて」ということ、これを奥田さんが言われているのかな。ここで言いたいのは、

ただ１点でございまして、財政規律との関係で税調が長くから使用しているんで

すが、財政が危機的状況で持続可能性が非常に問題である。従って、国民に対し

ては将来不安を招くような形の説明はまずかろう。それを踏まえて、先行減税な

らやはり多年度税収を中立にする。かつ、具体的に増税と一体的に処理するとい

うことをしなければいかん。ここがポイントなんです。上に書いてあるマクロ経

済云々のところは、お二人が書いてあることでありますから。 

それから、今塩川大臣が規模云々のようなことをおっしゃっていましたが、我々

暗黙のうちに規模等々頭に入れつつ議論はしておりますが、やはり１兆円を超え

るできるだけ大きな規模あたりが大体の道かと思いますが、ただ、この間もここ

で発言させていただきましたように、やはり税収の減収の規模は政治家が政治的

判断で最後おまとめになるしかないのであろうということを申し上げまして、そ

の意味は、塩川大臣なり、片山大臣なり、あるいはもっと大所高所から小泉大臣

に決めていただくという趣旨で申し上げた訳でありまして、諮問会議は自由に

色々御用意いただいてもいいと思いますが、ただ、諮問会議にやってくれと我々

は言った訳ではないので、そこは議事録で、私の発言が誤解されている点もあり

ましたから、それは訂正というか、明確にしておきたいと思います。 

そこで奥田さんの仰ったことは、このペーパーですか。 
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（奥田議員） 先生の出されたペーパーと竹中大臣の出された「税制改革の全体像」

ですか、これと言ってみれば、「税制改革の全体像」のところで、相当いろんな

譲歩と言っては変ですけれども、解決みたいな話は出ている訳です。ですから、

これをもう一遍、塩川大臣の話じゃないけれども、決めてくれなんていうことを

言われると、また話がもとに戻っちゃって、また誰が決めるんだという話になっ

てしまうんです。 

（塩川議員） じゃ、いつこれを決めるんですか。 

（奥田議員） それははっきりここで、誰が決めるんだということを決めておかない。 

（塩川議員） これは国会が始まったら質問が出ますよ。私はぼんぼん答えざるを得

ないですよ。そんなのわかりません、まだやってませんと。おまえら何をやって

おるんやということになりますよ。 

（吉川議員） 「税制改革の全体像」というのが、政府が税制の改革を進める上での

建設的な位置づけになればいいと思っている。１点だけ減税の規模について発言

したい。これはもちろん政府としてお決めになることだと思いますが、是非とも

総理にリーダーシップを発揮していただいて、はっきりとさせていただく必要が

あるのではないかと思います。１兆円を超えるという現在の言葉なんですが、一

部の人は、この１兆円を超えるというのをニアイコール１兆円というふうに日本

語を読むんです。一方、我々は１兆円を超えるというは不等式として読んでいる、

また読んできた。私は不等式として読むのが正しい読み方だと今も思っておりま

す。やはり、規模というのは税制改革の議論の中で非常に重要なポイントです。

私は個人的には2.5 兆円を超える減税というのが必要だと思いますが、それは政

府として総合的に判断されると思います。しかし、この規模の議論が余りいつま

でも決まらないのはよくないのではないかと思います。 

（牛尾議員） 経営でもこういうことはしばしば起こるんですけれども、現在の株式

市場をとめた経済の情勢というのは、かなり悲観的に考えれば深刻な状況だと思

うんです。楽観的な経済の面もいっぱい出てきていて、デフレ的な傾向が９月ご

ろから少し止まりつつあるとか、３月期はいろんな面で増収、増益の企業分野も

増えてきておりますから、そういうプラス面はあるけれども、やはり、株式市場

というのは当然、これまでの流れからいって、催促相場というのがあって、特に

外人投資家というのは、自分たちの考えのメッセージどおりにいかないときには、

当然売り込んでくるということがある。 

だから、今国会は18日から始まるというのは具体的によくわかりますので、現

在の段階では１兆円プラスアルファというところで、どこかで政府がお決めにな

ればいいだろう。しかし、株式相場が異常な状態になったときには、今自民党が

言っているように３兆円とか、２兆円の補正の要求がたくさん出てくるだろう。

そのときに補正の支出で対処するのか、さらに減税を上に付け加えることによっ

て対処するのかというところが非常に大きな判断になってくると思うんです。 

それは何も起こらなければしなくてもいいけれども、ここで全部決まったとい

うことじゃなくて一応決めておいて、さらに経済危機が進んだ場合に補正で３兆
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なり、15年度の予算でそれを増やしていくのか、それでは改革という小泉路線と

は非常に離れてくるから、やはり大型減税で対処するかどうかという判断がまだ

少し残っているというふうに読んだんですけれども、当面はおっしゃることでい

いと思います。 

その辺は当然補正の大合唱で、これで30兆の約束が破れるとか、金を借りてま

たするとかということで歳出で解決したんじゃ、昔と同じことになっちまうと。

それは世界の声が言っているように、税制改革で対処するという道も考えながら、

その情勢が来なければ、仰るように１兆5,000億ですっと行けば一番いい。それで

経済が乗り切れるなら結構だと思いますが、それは五分五分ぐらいの危険性で、

かなり悪いところまで行く可能性が強い。それがないことを祈りますけれども、

そのときに、昔風に大量の補正で短期だからやっちゃえということになると、ま

た同じ繰り返しになることに対する懸念は持っているんです。そういうときに、

やはり税制面でカバーするという余地を残す場合に、この文章というのは効いて

いるなというふうに読んでいます。そういうことです。 

（塩川議員） この文章は「１兆円を超える」ということは双方とも言っているんだ

から、今日はこれでいいんじゃないですか。そうでしょう。 

（小泉議長） これから議論しなきゃいけないんです。それは減税が大きければ、増

収策を考えるのも大きくなるから、そのぐらいの余地を与えなきゃ、ここだけで

決めちゃだめですよ。政府税調、党税調があるんだから。そして、決めたって12

月末ですよ。来年度予算だから、なぜ今規模を決めなくちゃならないのか。１兆

円以上とはっきり言っているのに。 

（牛尾議員） 決めなくていいならいいけれども、決めなくちゃ困ると思うから。 

（小泉議長） 困るようにしないし、こういう議論をして、党税調が10月中旬から11

月にやる。どれだけの経済効果があるのか、減税を大きくしろという声が出れば、

それに見合うような増収策で……。 

（塩川議員） それはそうですけれども、アウトラインは言わなければ……。 

（小泉議長） アウトラインは十分言っているんです。これ以上のアウトラインはな

いじゃないですか。 

（塩川議員） １兆円でも１兆5,000でも……。 

（小泉議長） それは増収しなくちゃいかんですよ。項目なんかまだ明らかにできな

いんだから。ここで決めるのは早いですよ。ここで決める方針は１兆円超、単年

度じゃない。先行減税は15年度税制改正でやる。それで十分じゃないですか。 

（塩川議員） 僕らかて１兆円と言っているんだけれども、規模としては１兆5,000億

ぐらいの……。 

（小泉議長） 規模は11月から12月に決めればいいと思いますよ。 

（塩川議員） 具体的に税の問題、項目について当たっていけなくなっちゃうんです。 

（小泉議長） 既に項目出ています。証券税制から相続税から贈与税から外形標準課

税から。それは党のいろんな専門がいるんだから、その議論を参考にして、経済

状況を見ながら額は決めればいい。 
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（塩川議員） 党はばらばらに言っていますよね。 

（片山議員） 決めてしまうと、党では収まりませんよ。 

（小泉議長） 収まりませんよ。 

（片山議員） 結局、それが一つのポイントですから。 

（小泉議長） みんな減税幅が多い方がいいのに決まっていますよ。じゃ、減税に見

合う増収策をどう考えるかで決まってくるんだから。 

（塩川議員） それは増収策も言ってある訳だから。 

（小泉議長） それは議論を一カ月ぐらいしてやらないとかわいそうですよ。 

（牛尾議員） 塩川さんさえ我慢されて乗り切られるなら収まりますよ。 

（竹中議員） いろんな議論があろうかと思うんですが、今、総理が御指摘してくだ

さったような観点で、一応内閣府の方、財務省の事務方がそれぞれ知恵を出し合

いまして、非常にトーンが同じものに今日の時点ではさせていただいております。

（塩川議員） じゃ、１兆でいいですか。これでいいんですね。そこをはっきりして

くれんと、こちらの方も党の方の根回しも何もできませんで。 

（竹中議員） 繰り返しますが、ここに書いてあるとおり１兆円を超えるできる限り

の規模とする必要がある。 

（塩川議員） これでいいんですね。 

（竹中議員） 具体的にはマクロ経済動向等を踏まえて判断していく。予算編成に向

けて判断していくということであろうかと思います。 

（平沼議員） それから竹中大臣、こだわる訳じゃございませんが、外形標準に関し

ては、財政諮問会議でも今現時点では必ずしも一致していない訳ですから、お配

りになったペーパーの「法人事業税に外形標準課税の導入を図る」というのは、

今回は削除していただきたいと思います。 

（竹中議員） これにつきましては、基本的な大きな流れは御承認いただくとしまし

て、表現につきましては、次回までにセットするということにさせていただきた

いと思います。無用の混乱を与えるといけませんので、このペーパーは今日の記

者会見には配らないということで、次回までにきちっともう一度セットし直して

やらせていただきます。 

（奥田議員） 外形標準課税で今経済界はどうだというお話をされましたけれども、

やはり商工会議所なんかはものすごい勢いで大反対の合唱でございまして、大企

業と中小の企業とを分けるという話があるということは、内容についてどういう

ふうにするかというお話があるから、ここに書いてあるように、今後のマクロ経

済動向等を踏まえて決定するという表現になっておりますが、こういう表現であ

れば、またこれは外形標準課税の導入についてはペンディングといいますか、引

き続き検討するということで理解していい訳ですね。 

（片山議員） いやいや、それはもう今まで何度もここで議論をし、諮問会議の「骨

太方針」にも入れ、その前の閣議決定でも書き、党の税調も決めているので、そ

の中身の技術的な議論はあってもいいと思いますけれども、６月や５月のときの

論議でも既に意思決定したことになっているのです。我々は税収中立で大企業と
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中小企業の負担割合は変えない。中小企業は当面三、四千億円なんです。しかも、

それを18年度から入れる。こういうことを言っていますので、日商さんも実態よ

りも大変過敏に反応していただいているのではないかと思っているところです。

個々に話すとかなりわかったと言って下さるのですけれども、やはり強行派が全

体を引きずりますからね。 

（牛尾議員） もうちょっと丁寧に伝わるように、みんなに十分伝わっていないんで

す。 

（片山議員） 増税するということでは全くないですね。 

（平沼議員） 「構造改革と経済財政の中期展望」でも、今後各方面の意見を聞きな

がら、検討を深め具体案を得た上で、景気の状況等にも勘案しつつ、平成15年度

税制改正をめどにその導入を図る。こうなっておりますので、私どもとしては、

景気の状況等も勘案しつつ、各方面の意見を聞きながら検討を深めるというのが

入っていますから、これから総務大臣の言っていることもよくわかりますから、

もう少しね……。 

（片山議員） 大分先の話ですよね。組み入れると。 

（平沼議員） 今、奥田議員が言われたように経済界は大変なんですね。だから、そ

こはよく……。 

（片山議員） 大変おどろおどろしく受け取られていますけれども、ある意味ではも

っと実務的な話なのですよ。 

（竹中議員） 御承知のように１月25日に閣議決定した「改革と展望」、６月に決定

した「基本方針2002」、それぞれに外形標準の話が出てきますので、これまでに

合意したことと、それ以降の議論を踏まえて、全員が納得できる表現に次回まで

にさせていただきたいと思います。 

あともう一つ重要なテーマで、まさに金融システム改革を進める中で……。 

（塩川議員） ちょっと待ってください。税の基本方針はどうなんですか。いいんで

すか、悪いんですか。どうなったんですか。いつでも中途半端なことで終わって

しまうんで、ちゃんと教えてください。それでどうなんですか。 

（竹中議員） いえいえ全然中途半端じゃなくて、ちゃんと申し上げましたように、

これにつきましては、その部分については12月の予算編成に向けて規模等々を議

論していくということで、今、総理が仰ったとおりの形でやっていくということ

です。 

（塩川議員） １兆円を超える額ですね。 

（竹中議員） そういうことです。 

（塩川議員） それはいいですね。それから外形課税、これは書くんですか、書かな

いんですか。どうですか。 

（竹中議員） 外形につきましては、基本的に今まで閣議決定したことと、これまで

の議論を踏まえて、その表現ぶりについて再度調整させていただいて次回に提出

させていただく。したがって、表現としては、外形の部分だけをどうするか。そ

のワンセンテンスだけを直したものを次回提出させていただくことになると思い
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ます。 

（塩川議員） 次回に。 

（竹中議員） 次回にです。 

（塩川議員） 次回で決める訳ですね。 

（牛尾議員） 17日です。 

（竹中議員） 17日ですね。繰り返しになりますけれども、今日は無用な混乱を与え

るといけませんので、記者会見ではこの案は配りません。すみませんでした。 

○総合的な対応策等について

（竹中議員） それでは月末に向けまして、デフレ克服に向け、政府・日銀は一体と

なって、強力かつ総合的な取組みを実施しなければいけないという段取りになっ

ております。次回の17日には、その取組みの概要等も示して、月末にはきちっと

した、まさに市場が納得するような総合的なパッケージを示さなければいけない

と思っております。塩川大臣、平沼大臣、速水総裁からそれぞれ政策金融、企業

再生等々について紙を配っていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。塩川大臣、御説明をお願いします。 

（塩川議員） 私の方は簡単な話なんですが、政策金融がありますね。あれをどうす

るか臨時的なことで、これの企業再生の方に活用した方がいいんじゃないかと思

っておるんです。しかし、政策金融は将来５年をめどに改廃していくということ

は決まっておるものですから、それにいくスケジュールとあわせてどのように扱

ったらいいか。セーフティーネットの問題が起こってきておりますけれども、特

に中小企業等において、再生資金というものはどこかで都合してやらなきゃいけ

ないんじゃないかと思うので、政策金融についての考え方をこの場でまとめてい

ただきたい。こういうことです。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 私は塩川大臣の御発言には異議はありません。それから、お手元に１

枚紙が配られておりますので、「産業の再編、事業の早期再生」について、時間

が迫っておりますので、簡単に説明させていただきます。 

基本的な考え方というのは、現状というのは憶測が憶測を呼んで不良債権処理

の加速化、企業の整理淘汰、経済不安、拡大、こういう悪循環に陥っていると思

います。不良債権処理を経済不安の端緒ではなくて、経済再生の始まりにするこ

とこそが今我々に問われていることだと思っておりまして、これが政策の責任だ

と思います。 

企業の整理淘汰自体が目的ではなくて、産業再編により、ここにも書いてござ

いますけれども、過剰供給構造を是正するとともに、有効な経営資源を過剰な債

務から極力早期に切り離して、事業の早期再生を図ることこそが目的だと思いま

す。政策パッケージを議論する前に、まずこの点を政府が一丸となって、そして

市場に向かって確認すべきでございまして、そういう意味で、具体的な取組みと

しては２つの対応が必要だと思います。 
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１つは過剰供給構造の解消を進めるために、当然ですけれども、産業再編を進

めること。 

第２番目は過剰債務構造の是正を図るため、事業の早期再生を促すこと。 

具体的な政策対応を御紹介させていただくと、第１に産業再生法、真ん中に大

きく書いてありますけれども抜本改正、そして第２に、その下にございますけれ

ども、緊急的な政策支援の検討。第３には事業再生に早期に着手する慣行の定着、

この３点だと思います。 

産業再生法の抜本改正について御説明しますと、来年３月末で措置が期限切れ

を迎える産業再生法を通常国会において抜本改正をしまして、これまでの個別企

業単位での選択と集中支援に加えまして、新たに過剰供給構造の解消、過剰債務

構造の是正に対する産業サイドでの取組みを促進する枠組みに改めたいと思って

います。 

まず産業再編や経営資源の早期再生にかかわる基準などを定めた産業構造改革

に関する基本方針を示したいと思っております。この基本方針に基づきまして、

自力で再生に取り組むケース、共同事業で構造改革を行うケース、他力再生に頼

るケースなど、これはここに自力再生、共同事業、他力再生と書いてありますけ

れども、こういった思い切った計画を立てて、真剣に取り組む事業者に対して、

税制政策金融等の支援措置、商法手続の簡素化の特例等を検討するように今指示

をしているところでございます。 

下の具体的なケースということで、ケース１からケース５までございますけれ

ども、例えば、ケース１は債権放棄と新たな資本注入によりまして、既存企業が

本業に集中し、再生するパターンで、これはダイエーなどがそのパターンに入っ

ております。 

ケース２というのは、スポンサー企業の配下に入りまして、本体を再生するパ

ターンでして、最近の例ではいすゞ、これはＧＭがスポンサーになりましたけれ

ども、こういった例が挙げられます。 

ケース３は過剰供給構造の解消のため共同で設備配給をして、収益力を回復す

るもの。鉄鋼や科学などの素材産業を中心に、今後このような形で増えると思っ

ております。 

ケース４というのは、本体は過剰債務や簿外債務とともに清算されますが、コ

ア事業は外部に新設する会社、そういうパターンでございまして、最近では具体

例としてはスポーツ用品のビクトリア、こういうようなものが非常に成功例とし

て出ております。 

ケース５は、先ほどお話ししたケース２に似ているんですけれども、直接スポ

ンサー企業に吸収合併されるパターンでございまして、最近では民事再生法を申

請した日立精機を森精機が救済し、雇用の８割以上が確保された。こういうよう

な例があります。 

さらに通常国会で産業再生法の改正の前にも、私的、法的整理に至る前後の段

階での事業再編や、より早い段階での経営革新等に対する政策金融措置の拡充、
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前倒し導入を検討していきたいと思っております。 

それから、事業再生に早期に着手する慣行の定着でございまして、企業の早め

早めの事業再生への取組みが不良債権の発生を未然防止する上で有効でございま

す。このために、関係者がなるべく早いタイミングで事業再生に着手するという

慣行の定着を促すために、早期事業再生に関するガイドラインを策定をし、不良

債権発生を未然に防止する一助とすることも検討させているところでございます。

一番上でございますけれども、金融庁、関係省庁との協力は、これは絶対必要

でございまして、金融行政当局と産業行政当局との間の情報の共有と政策の密接

な連携調整が、こういったことをやっていくに当たっては必要でございまして、

具体的に申し上げますと、政策メニューとタイミングなど政策フレームや債権計

画の適否に関する産業再生法認定基準と金融庁の検査基準の整合性の確保など、

個々の政策の調整が必要だと思っています。事務方に対しても政府一丸となって

取り組むように強く指示しておりまして、実は竹中金融大臣とのもとでも、既に

合意できて実体的な作業に入っていることでございまして、議員、そして大臣の

各位にも是非同様の御対応をいただきたいと思っております。 

痛みを感じながらも思い切った取組みに挑戦する事業者の背中を押すには、税

の減免や繰延措置が極めて有効であって、事務的に調整を進めておりますけれど

も、是非財務大臣にも御理解を賜りたいと思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 金融担当大臣としても御一緒にそこはやっていただくつもりでござい

ます。 

（速水議員） 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、重要

なことは民間需要を引き出すような構造改革の具体化を早急に進めていただくと

ともに、金融システムの強化を図っていくことであると思います。 

金融システムの問題につきましては、最初に「不良債権問題の基本的な考え方」

で触れましたのでお読みいただければと思います。日本銀行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浸透に努めていく方針であります。 

先ほど税制のところでちょっと申し上げる機会を失ったんですが、１つだけ言

わせていただきたいんですが、経済の活性化、それから民間需要の拡大のために

税制の果たす役割は非常に大きいです。減税の実施の意義は大きいと思います。

金融や企業活動に関連した分野のポイントでは、次の３つのこと。 

１つは企業のリストラ、それから中長期的なリスクテイク、これの活発化、そ

れから２つ目は株式市場を通じたリスクキャピタルの供給の促進。３つ目は不動

産の流通、それから証券化の活発化、こういったものを是非早く実現していただ

きたいと思います。 

（竹中議員） 時間が過ぎておりますが、御質問がありましたら手短に、吉川議員、

奥田議員。 

（吉川議員） 塩川大臣が仰った政策金融のことですが、もとより大臣が言われたこ

とに賛成です。ただし、政策金融の改革を進めるということと、大臣が言われた
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ことは矛盾しないと思う。つまり、セースフティーネットを提供したり、あるい

は産業再生とは別のことで改革を要するところはある訳ですから、改革を進める

と同時に大臣がおっしゃっているようなことは、きちっと政策金融を使って対応

する。こういうことが大切なのではないかと思います。 

（塩川議員） 期限が２年なら２年ということに限って、再生のための特別の枠をつ

くらせて、金融機関がそれに当たっていくという方法をとらしたらどうだろう。

そうすれば、２年経ったら反省して切るもの切ってしまう。でないと永久的にそ

の制度を残すということはよくないと。 

（奥田議員） 今日から３日間休みになる訳ですけれども、幸い今日は株は上がって

おりますけれども、この３日間の休みの間に何が起こるかわからない。休み明け

のマイカルのケースでもそうだったですけれども、具体的にマイカルみたいなケ

ースがプラスに出るのか、マイナスに出るのか、現在は不良債権チームをつくっ

たということで、逆にいくと潰されるということで、株がどんどん下がって売ら

れている訳です。ですから、今日の諮問会議で何か結論が出たのかという話にな

ると、デフレ対策はまだ全然具体的に出せないということになると、非常に休み

明けとか、そういうときに怖い状況になる可能性があるので、場合によっては、

私の言い過ぎかもしれませんけれども、例えば、大型の１兆円プラスアルファと

言われましたけれども、もっと大きな金額の減税をするとか、あるいは補正をや

るとか、これは外に向かってそんなことは言いませんけれども、中に今お願いを

しているんですが、そういうことを言わなくていいんですかということなんです

けれども。 

（塩川議員） 今、税の問題でも議論が起こったじゃないですか。１兆円ということ

にしてしまって、ここから上ということだけでいいんじゃないですか。 

（牛尾議員） 通りますか。 

（塩川議員） 通るか通らないかは…。 

（奥田議員） 世間に通りますかということです。 

（塩川議員） それよりも、私、後で相談したいと思っておったことは、実は今日日

銀の方から申請書が出たんです。これで法によると、私と官房長官と金融担当大

臣と相談して決めるとなっているんです。後で相談しようと思っているんですけ

れども、できるだけこの発表をいつやるか。これは非常に大事なアナウンスにな

ってくると思っておるんで、そこを考えてみたいと思っておるんです。すぐにと

いう要望で、私はすぐにということで用意はしてあるんです。してあるんですが、

発表の時期がね、奥田さんも仰るように、３日間の連休が明けた日が一番怖い。

非常に怖いと思っておるんです。だから早くやった方が上がるというのか、慎重

にしたという結果にした方がいいのかという話ですけれども、もう決めておるん

です。 

（牛尾議員） 今日も昼、経済同友会のシンクタンクの会６社集めてやっていたんで

すが、この月曜日から３週間ぐらいが非常に怖い。アメリカは３日、４日遅れで

打ってきますから、市場に対する緊急対策というクライストマネジメントという
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のは、ちゃんと作っておく必要があるだろうと思います。外では言いませんけれ

ども、8,000 円を割れる可能性もありますから、そうするとパニックになります

から、そういう意味では、相当大規模な経済政策を準備しておかないと、今みた

いに平和時の議論をしている訳ですけれども、緊急のものが来たら何もかも捨て

てでも、これに対処するという、そういう対策を考えないと非常に危険だという

気がしますので、大変に緊張感を持っておりますことを共有するべきだと思いま

すね。 

（竹中議員） 総理。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） よろしいですか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） それでは、本日はありがとうございました。御指摘の点を踏まえて対

処いたしたいと思います。ありがとうございました。 

（以 上） 
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