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平成 14 年第 29 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 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） 
Ｐ○ 会計検査院提出資料 

 

○ 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） 
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○ 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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介がされた。 
 
○今後の経済動向等について 
（竹中議員） 今日は日本銀行で重要な政策決定があった。速水総裁に御報告いただき

たい。 
（速水議員） 「不良債権問題の基本的な考え方」について、今日の政策委員会で決め

た。不良債権問題克服には、不良債権の経済価値の適切な把握、早期処理の促進が
是非とも必要だ。金融システムの機能強化には、金融機関が今後発生し得る信用コ
ストに対処しつつ健全な企業活動をサポートできるよう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への取組みも推進すべきだ。 

   一方、危機発生を未然防止する体制構築が必要だ。不良債権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る。その場合でも、財
務内容の透明性や経営方針への市場の信認が得られれば市場での資本調達が可能
となるはずだが、何らかの事情で市場調達が困難で、金融システムの安定確保が必
要な場合は、公的資本注入が政策対応の１つの選択肢として検討されるべきだ。本
ペーパーが不良債権問題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
ている。 

   また、金融機関の保有する株式買入等の具体的方法を本日発表した。背景として
は、株式保有比率は金融機関が 40％弱、個人が 30％弱、外国人が約 12％、その他
は企業等だ。金融機関保有比率は減らず横ばいである。株価は、アメリカのＮＹダ
ウが大幅に下がり、日経平均も下がっている。フランクフルトや、ロンドンも大き
く下がっている。ドイツなど年初来４割近い下げだ。主要 11 行のコアとなる自己
資本（Tier１）は３月末で 17.3 兆円。保有株式が 25.6 兆円で、差額が８兆 3,000 
億円。９月に株価が下がり、差額が試算によれば６～７兆円に縮小していると見ら
れるが、いずれにせよ、保有株式が Tier１を上回っており、これを自己資本に収ま
るようにすべき。大手銀行の自己資本は 17～8 兆円ぐらいある。しかし、これまで
有価証券含み益を、不良資産償却等に活用していたが、昨秋から時価評価になり、
株価も下がってきたため、今年３月決算では、自己資本に含み損が食い込んでいる。
これ以上株価が下がれば、自己資本が下がるので、株式買入れの具体的方法を今日
決めた。買取りのポイントは、信託を使い、平成15 年９月までに約２兆円を買う。
対象株式には条件を付け、インサイダー取引等が起こらないよう、また、日銀の財
務の健全性を保つため、手を打つ積もりだ。 

（竹中議員） 構造改革特区の進捗について、本日閣議後に第３回推進本部が開かれた。
それらを踏まえ、鴻池大臣から御説明をお願いしたい。 

（鴻池臨時議員） ７月 26 日に構造改革特区推進本部が設置され、構造改革特区の実
現に向けて政府一体で検討してきた。地方公共団体や民間事業者等から出された 4
26 件の提案のうち 900 項目の規制改革事項の実現について検討を重ねてきた。こ
の度、具体的制度の骨格、規制の特例措置、今後のスケジュールの３点について「構
造改革特区推進のためのプログラム」として本日決定した。資料に基づき説明する。 

   まず、①政府は、構造改革特区基本方針を閣議決定する。②内閣総理大臣は、計
画が地域活性化に資す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
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係行政機関の長の同意を得た上で認定する。③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る。これらを内容とする一本の法案を制定
し、その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る。 

   別表に、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列挙した。
例えば、農業生産法人以外の法人の農業への参入や、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だ。 

   一方、構造改革特区の検討の中で、特区に限定せず全国で実施する事項があり、
例えば、労働関係の規制緩和、コンビニエンスストア等による地方税収納、外国人
医師の臨床修練制度である。 

   今後のスケジュールは、法案を今臨時国会に提出するよう準備する。地方公共団
体や民間から受け付けた規制改革要望のうち、プログラムに掲載されていない規制
については、引き続き実現に向けて検討する。さらに、平成 15 年１月 15 日を期限
に、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。 

   今後、プログラムに従って、地方が自発的に立案し、地方のアイディアを最大限
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。 

   今回は、構造改革特区の第１弾で、今後も地方公共団体や民間の提案を広く聞き
ながら、今回調整がつかなかったもの含め、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。 

（吉川議員） 元々、特区は、規制改革をできるだけ早く進めるのが基本的理念で、全
国でというのは結構だが、全国レベルにしたために実施が遅れることはないか。 

（鴻池臨時議員） 同じ気持ちでいる。風穴よりも全体でという意見にも耳を傾ける必
要があるが、具体的方法や期限設定など調整していきたい。 

（牛尾議員） 迅速に進んでおり安心している。共通の視点として、特区実現によって、
雇用が増えるかが非常に重要なポイントだ。特区設置による雇用・就業機会の拡大
を重要な目的の１つにしたい。 
また、情報化・ハイテク時代では雇用創出も大都市集中型になりがちで、特区に

よる地方活性化を重視したい。来年１月の再募集では、１回目の地域分布を見て、
空白の多いところは国会議員等に直接指示するなど各地で満遍なく非常に魅力あ
る特区が出てくるよう、按分を頭に入れるべき。特区は地方活性化の重要な手段だ。 
これら２つの視点を、大臣の御念頭に特に置いていただきたい。 

（鴻池臨時議員） 十分参考にさせていただき、推進していきたい。 
（本間議員） 積極的に対応いただき感謝する。全国一律的に対応するものと特区で対

応するものがある。全国で実施するには明確な時間設定をしないと、やらないこと
の隠れ蓑になる恐れもある。今できない理由を各項目ごとに整理し、改正のために
何が必要かを明示し、情報公開等にも配慮しつつ積極的に規制改革を進めていただ
きたい。 

   また、特区は、元々、全国レベルで実施困難なため地域的に認めて構造改革推進
の突破口にするもの。地域が構造改革への被害者意識を持っている中で、特区を積
極的に推進し、地方活性化のための起爆剤にすることが必要。行政効果が問題との
指摘もあるが、発生する問題は地域的に克服しつつ、構造改革を全国に広げる発想
が非常に重要だ。地方からの提案について幅広く前向きに対応して欲しい。 

   さらに、誤解という区分がある。日本の場合、隠された行政指導があり、建て前
はできるが、実際はできないものが多々あるというのが地方行政団体からの声だ。
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誤解と切り捨てず、何処で障害になっているか、地方からの反論もできるようにし
て、積極的に特区でやるか、全国でやるかという仕分けが必要だろう。 

（鴻池臨時議員） ３点の御指摘十分勉強を重ねながら進めていきたい。 
（竹中議員） 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。引き続き、特区実現に向けて諮問会議としても支援してまいりたい。 
        （構造改革特区担当大臣、規制改革担当大臣退室） 
 
〇平成 15 年度予算編成及び予算執行調査について 
（竹中議員） 塩川議員から予算編成及び予算の執行調査についてお願いしたい。 
（塩川議員） 歳出分野ごとに現時点での主な論点を報告する。一般歳出では、要求か

ら最終的に３兆円程度削らなければ 14 年度予算に近い線にならない。査定を厳し
くやっていく。裁量的経費で２％、公共投資で３％削る。今年実施した予算執行調
査と併せて主計局長から説明させる。 

（林主計局長） 15 年度の歳入・歳出全体の姿については、いずれ御相談申し上げ、今
後の予算編成過程で見極めていくが、歳入面で税収がポイントになる。歳出削減を
通じ国債発行額縮減の努力を払うが、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。ここが１つのポイントだ。 

   ８月のシーリングに基づき各省庁から要求が出ているが、一般歳出で如何に重点
化し、削減するかが第２のポイントだ。義務的経費では、諮問会議の集中審議、地
方分権改革推進会議の制度見直し論議が行われており、こうした成果をできるだけ
取り込むほか、人件費抑制、更なる査定減で極力抑制したい。 

   公共投資、裁量的経費は２割増の要望を認め、省庁の枠を越えメリハリ付けを可
能とする土台の部分ができている。今後、公共投資は３％減、裁量的経費は２％減
とするには３兆円位の大幅査定減が必要だ。メリハリの効いた重点化方針を御議論
いただき、しっかりとした予算編成をやっていきたい。 

   こうした要求、要望を受け、予算編成についての現時点での考え方を整理した。
国債発行額の増加圧力、一般歳出のメリハリを念頭に 15 年度予算編成を進め、歳
出改革を加速していきたい。基本的考え方として、メリハリの効いた予算編成、徹
底した無駄の排除、物価・賃金下落の反映、事務運営の効率化を的確に反映したい。 
 各歳出分野では、以下の論点があると現時点で考えている。いずれも大きい論点
で、今後、財政制度等審議会にもお諮りして議論を深めていきたい。 

   社会保障全般では、物価・賃金の動向を踏まえた単価見直しを進め、その効率化、
適正化を図ることが重要だ。特に、年金では、16 年度に年金改革があり、現役世代
にかなり厳しい話が予想される。公平の観点から、15 年度予算では、物価スライド
を完全実施すべきだ。雇用でも、制度見直しが必要だ。生活保護基準や介護報酬に
ついても、物価賃金の動向を踏まえて水準の引き下げに取り組む必要がある。 

   文教及び科学振興では、義務教育が大きな論点になる。地方の自主性を高め、教
育改革を推進することが重要だ。義務教育費国庫負担金の見直しが必要で、文部科
学大臣御提案の 5,000 億円の段階的縮減、地方分権改革推進会議中間報告提案の定
額化、交付金化等の見直しが課題になる。教育向上のために限られた予算を最大限
活用すべく、義務教育関連予算については、教職員の定数改善計画見直しを含め、
施策の優先順位を改めて明確にし、重点化を図ることが必要だ。 
 研究開発プロジェクトでは、科学技術でも聖域化せず、徹底したスクラップ・ア
ンド・ビルドによる優先順位を総合科学技術会議に付けていただき、新規施策の厳
選と既存施策の大胆な見直しが必要だ。 
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   ＯＤＡでは、「基本方針 2002」及び概算要求基準の閣議了解で「予算規模を見直
す」とされている。我が国の経済、財政状況を踏まえ、現実問題として思い切った
縮減を行わざるを得ない。 

   中小企業では、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観点から、引き続き歳出内容を見直す。 
防衛は、非常に硬直化した予算だ。将来も考え、正面装備等の新規計画の抑制が

必要だ。 
   農水予算では、要望内容を精査し、米政策を見直す必要がある。食糧管理特別会

計の財政状況が悪化しており見直しが必要だ。 
   司法・治安では、事件増・収容者増という実態も踏まえ、ぎりぎりの効率化を行

いつつ、どこまで要求に応えられるか検討していく。 
   公共事業では、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いて、

議論を進めていきたい。 
   国・地方（三位一体の改革）では、「基本方針 2002」を踏まえ、15 年度予算にお

ける「改革の芽出し」に向けて検討を進めたい。国庫補助負担金では、地方分権改
革推進会議最終報告を踏まえ、諮問会議又は関係閣僚による検討が進められるが、
国・地方を通じた行政のスリム化の観点からの見直しが必要だ。交付税では、交付
税総額を抑制し、財源保障機能を縮小する。税源については、上記改革と合わせて
検討していきたい。 

   「実質的に前年度の水準以下」との閣議決定がある。中身も、歳出カットにふさ
わしい内容にするため、誠心誠意努力したい。諮問会議でも議論を深め、御指導い
ただきたい。 

   予算執行調査について御説明する。塩川大臣の御指示により、今年の４月から主
計局に予算執行評価会議を設置し、財務局の協力も得て実施した。プラン・ドゥー・
シーのシーの部分を予算編成に活かし、歳出の効率化を目的とした。14 年度は現在
まで 43 事業を選定し、調査結果を公表した。調査結果を 15 年度予算編成に的確に
反映すべく、各省庁と具体的に詰めている。15 年度以降も継続して調査する。選定
基準は、査定担当者の問題意識、会計検査院の検査報告等を踏まえ、事業の効果、
進捗、コストについて解明すべき問題を含むものとした。９月には、主計局と会計
検査院で意見交換会を実施した。今後、総務省行政評価局とも連携を強化したい。
調査結果は資料のとおりだが、制度・規制改革の推進等によりコスト縮減の余地が
あるもの、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、
費用対効果分析の導入・事業の集約化により効率化を図る余地があるものが多く見
受けられた。15 年度予算編成に的確に反映してまいりたい。 

（竹中議員） 杉浦会計検査院院長から説明願いたい。 
（杉浦院長） 会計検査院は、憲法上の機関として、政府の外部から国や国の出資法人、

財政援助先などの会計検査を行っている。国などの予算執行が適切かつ効率的、効
果的に行われるよう会計経理を監督し、適正を期し、是正を図っている。検査結果
は、内閣を経て国会まで提出するが、最新データは資料の３ページ以下に示した。
平成 12 年度決算検査報告では、275 件の項目の指摘・問題提起を行い、４、５ペ
ージに主要事例を示した。７ページのように社会経済の動向などを踏まえ検査活動
の拡充に努めている。例えば、赤枠部分は拡充したものだが、昭和 60 年代以降、
年金や医療などのソフト分野やＯＤＡ等にも取り組んできた。最近は、公共調達を
巡る入札契約事務への検査や、検査対象の「決算分析」を行っている。 
 会計検査の最近の動向、今後の方向について、３点述べたい。 
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 第１点は、基本である正確性、合規性の検査を改めて徹底したい。昨今、行政の
不祥事が多発し、国民の批判も大変厳しい。背景には、組織全体の会計規律の乱れ
があるようだ。合規性検査という基本を今一度強く認識し取り組みたい。 

   第２点は、有効性検査の充実。これまでも経済性・効率性、有効性の検査の充実
に努めてきた。甘い計画に基づく事業着手により、将来の国民負担が増大しかねな
い等の事態もあり、引き続き、有効性検査を充実していきたい。 

   第３点は、問題提起、情報提供の拡充。財政の状況や事務・事業の進捗、効果発
現等について、当事者による情報開示とは異なる外部の第三者のスクリーニングを
経た情報提供、問題提起は、予算編成や行財政見直しに重要と考えており、更に拡
充したい。 

（竹中議員） 御議論いただきたい。 
（吉川議員）  会計検査院の従来の報告を、翌年の予算編成にフィードバックする、政

府としてそれを活かす制度的ルールはあるのか。 
（杉浦院長） 検査は、前年度の検査を翌年度に行う。例えば、12 年度の検査は、13

年度の 11 月中にまとめて内閣へ提出する。内閣の方で吟味し、予算編成に利用し
てもらっていると思う。 

（本間議員） 塩川大臣のリーダーシップの下、予算執行調査をしていただき、大変参
考になった。会計検査院院長から効率性のお話があったが、80 年代以降各国とも予
算編成での効率性向上が政府全体の非常に大きなテーマになってきた。会計検査で
も非常に前進していると思うが、各国の予算編成改革に比べると部分的で、政府全
体での取組みは弱い。公会計制度の現金主義から発生主義への移行、事前的評価及
び事後的評価、事後評価をフィードバックさせるようなインセンティブ創設などが、
法律改正も含め各国では実施されている。一方、総務省で事前・事後評価の問題も
議論されているが遅々として進まない。予算編成の合理性への疑義が、納税者、国
民に大きな不信感を与えているのではないか。総合的な政府部門内部の行政手法改
革について、できれば総理が議長となって、是非、包括的に対応していただきたい。
会計検査院院長のお話では、合規性が主で、経済的な合理性・有効性については、
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ないので、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。 

（塩川議員） 本間議員の御指摘はそのとおりだ。役人同志の馴れ合いがあり、なかな
か進まない。諮問会議の責任で、世間に公表したらどうか。役所は迷惑かもしれな
いが、そうでもしないと、なあなあになっているものが多い。諮問会議で取り上げ
てもよい。随分と問題はある。 

（片山議員） 政策評価法が４月から施行され、行政監察が政策評価と行政評価監視の
二つになった。今までの行政監察局は行政評価局となり、管区評価局、及び評価事
務所で、一所懸命取り組んでいる。行政評価・監視は、個別の不適正な事項を指摘、
公表している。新聞はあまり取り上げてくれないが。政策評価を４月から本格的に
行い、予算や組織定員の査定につなげようと色々検討している。成果が出るよう財
務省や会計検査院とも連携したい。御指摘は、きちんと受けとめたい。 

（吉川議員）  歳出効率化は常に必要だ。マクロの政策として、歳出の中身の徹底的見
直しは、現時点で残された数限られた政策手段の１つだ。歳出総額は抑える一方で、
質を徹底的に良くする。今年は、要求２割増によってメリハリを付けるのだろうが、
昨年来、民間投資を呼び込むよう重点化すべしと我々は言い続けている。政策手段
が限られる中で大切な政策として、予算の中身の見直しに取り組んでいただきたい。 

（塩川議員） 「予算執行調査について」をご覧いただくと指摘事項が多い。私の方か
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ら個々に主計官を呼んで、突っ込んでみたい。具体的改革策が出てくると思う。 
（小泉議長） こういう問題があるという具体的な事例はないか。 
（塩川議員） 例えば、学校建設の単価。特別仕様のため、本来は必要ないコストがか

かってくる。普通のコストに比べ、２割ぐらい高い。全て特注の必要はないのでは
というのが１つ。また、自衛隊の自動車整備は、民間委託でもできる。実際には、
担当係があり、仕事がなくなるので出来ないという話がある。 

（牛尾議員） 外部委託すればいい。 
（塩川議員） そのとおり。これから改めて相談してみたい。 
（片山議員） 国会でも衆議院と参議院で二つ自動車修理工場がある。もの凄く効率が

悪い。 
（本間議員） ２つステップがある。１つは、所要の目的に対して行政コストが最小化

されているかという行政コストの問題。もう一つは、与えられた予算配分の中で効
率的にプライオリティ付けができているかという問題だ。塩川大臣のお話は前段の
問題だ。後段の問題は、例えば、本四架橋で、如何に３本も作ることを排除できる
システム作りをするか。政治家の最終的決断はもちろんあるが、前提条件の事前的
評価、コスト問題、事後的検証、失敗の場合に次の経験に活かすメカニズムをどう
作るか。この２つは、公会計制度見直しと予算編成における費用便益分析の両方が
揃って初めてできる。基本的議論をし直すことが求められている。 

（竹中議員） この問題は以前から議論としては出ているが、あまり議論を深めないま
ま今日に至っている。予算、行政におけるプラン・ドゥー・シーのあり方について、
本間先生は御専門であり、実際何を議論しなければならないか、何をチェックしな
ければいけないか、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、
議論を整理していただければありがたい。行政評価局でも色々進められているので、
それらも含めて御検討いただきたい。いずれにしても、15 年度予算については、1
1 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、メリハリの効いた
予算、徹底した無駄の排除など、体質改革を加速するよう更に議論を深めたい。 

（塩川議員） 一言。地方分権で、機関委任事務が法定受託事務になったが、中身は少
しも変わっていない。必置義務も少しも変わっていない。こうした点は、予算執行
上非常に大事な問題で検討すべきだ。 

（竹中議員） 今日の御議論は、歳出の集中審議の中でも是非議論していきたい。 
      （会計検査院院長退室、石政府税調会長入室） 
 
（竹中議員） 引き続き、「税制改革の全体像」を議論する。前回の活発な御議論の中

で、「税制改革の全体像」とはどんなイメージかという御指摘があった。これまで
の議論で、多くの点で議員の意見は一致している。ずっと議論してきたことばかり
だが、引き続き議論すべき問題は、先行減税の規模と法人税率の取扱いの２点であ
る。その他の点は、総じて意見が一致している。文章について、事務的調整を進め
てきたが、１点だけ外形標準課税についての意見調整が間に合わず、引き続き調整
したい。この点も含め御意見いただきたい。 

（平沼議員） 提出資料の最初の◎は、今まで議論したことで、税制のあり方について、
私の考えを整理した。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。二つ目の◎の外形標準課税は、事務方に引き続
きよく議論するよう指示しているが、デフレ懸念が一層高まる中で、雇用の足を引
っ張る形の外形標準課税は適当ではない。この点は強く申し上げておきたい。前回、
片山大臣には、皆さん方に納得していただけるよう説明して欲しいと要望した。本



 

 8

件は、18 年度から順次導入される案と聞いているが、今、非常にデフレが厳しい中
でやるのはどうか。何よりもデフレ克服に最優先で当たることが重要だ。18 年度の
時点での景気回復については不分明である。今はデフレ克服に全力を挙げることが
重要であり、引き続き議論をさせていただきたい。 

（片山議員） 外形標準課税は賃金に対する課税ではない。大変な誤解がある。給与を
増やすと、単年度の利潤が減少し、給与を減らすと利潤が増加する。外形標準課税
の基準を付加価値とすると、給与と利潤を通算する付加価値はトータルでは同じだ
から「雇用」には影響を与えない。誤解があると思う。また、付加価値だけでは給
与の割合が大きいとの議論もあり、昨年の案では、資本割を３分の１入れている。 

   先般の全国都道府県知事会議で総理にもお聞きいただいたが、昭和 25 年から 50
年余に及ぶ全国知事会等の悲願であり道筋を付けるため、16 年度から大企業に入れ
る仕組みを作り、中小企業は 18 年度、場合によっては 19 年度から導入したい。さ
らに、４分の１、２分の１となだらかに導入したい。案も再度見直しているので、
是非、御理解いただきたい。 

（平沼議員） 全国の経済界の代表の方々は戦々恐々とし、我々には非常に厳しい問題
だという御指摘がある。我々が実質賃金課税と考えるのは、雇用を減らして利潤を
増やすことは実際にはあり得ないからだ。企業は、利潤が上がっているときに雇用
を増やし、逆に利潤が増えない苦しいときには雇用を減らす。この辺も議論させて
いただきたい。 

（片山議員） 付加価値全部が課税対象であり、給与の大小にかかわらずトータルは一
緒である。税理士会でも雇用に影響はないとの正式報告をしている。我々も、その
点には大変神経を使っている。とにかく、この課税は公平だと思う。今、７割もの
企業が税金を一切払わないが、少しは払ってもらう。しかも、とりあえずは４分の
１だけだ。 

（平沼議員） 反論したい。地方税は約 6.3 兆円で、広く、薄く負担する考え方は否定
しない。しかし、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。地方
税は極めて複雑で、法人住民税均等割も、固定資産税も、都市計画税、事業所税等
もある。これらの税収 6.3 兆円のうち、4.3 兆円は赤字法人が払っている実態もあ
る。いわゆる中小赤字法人も確かに公的インフラを利用しているが、実際に何も負
担していない訳ではなく、相当大きな部分を赤字法人が負担している。今、本当に
厳しい状況であり、議論しながら、全国の中小企業の皆さんの理解を得られるよう
努力すべきだ。 

（片山議員） 税金には色々あるが、固定資産税は市町村税だ。固定資産税と都市計画
税は市町村に入るもの。法人事業税は都道府県に入るもの。法人の企業活動に対し
て、都道府県の様々な行政サービスをするが、その見返りを少しでも払って欲しい
ということだ。赤字企業が全く税を納めていないということは言っていない。 

（竹中議員） 提出資料のある塩川大臣と石会長からお願いしたい。 
（塩川議員） 税制改正の基本的な方向は何度も議論してきたが、今年５月から同じこと

を言っている。先行減税の「１兆円を超えるできる限りの規模」という枠を早く決め
てもらいたい。総理から１兆円以上という話があって、できるだけ多くというが、減
税幅を大きくするには増収も大きくしないとバランスがとれない。増収はあまり大き
くできないが、最大限差額１兆 5,000 億円ぐらいが適当と考えている。私も１兆円を
超える規模を目指した減税をしたい。ここは一致している。早く方向を決めてもらい
たい。 

   法人税の取扱いは、「マクロ経済の状況、国際的視野、税体系のあり方を勘案しつ
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つ、引き続き検討する」。法人課税では、21 世紀のわ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、というのは良い。税率の水準は、マクロ経済の状況、国
際的視野、税体系のあり方を勘案しつつ、引き続き検討する、ということだろう。 

（竹中議員） 苦労に苦労して調整した。 
（塩川議員） 勘案するということで良い。 
（竹中議員） 石会長にお願いしたい。 
（奥田議員） その前に発言したい。石会長の資料からは、「税制改革の全体像」につい

て、議論してきたことが、全然意味がなくなるような表現が出ており、何かやらなく
てもよいという感じがする。元に戻っていないか。 

（石税制調査会会長） まず、資料を説明させていただきたい。塩川大臣提出資料は、税
調の基礎問題小委員会でも本日審議し、同じ意見であることを確認している。 

   私の提出資料で言いたいのは１点で、財政が危機的状況で持続可能性に問題があり、
国民の将来的不安がないように説明すべきで、先行減税を行うなら、多年度で税収中
立にし、増税と一体的に処理しなければいけない。ここがポイントである。 

   塩川大臣から規模の御発言があったが、我々も暗黙のうちに規模等を念頭に議論し
ている。１兆円を超えるできるだけ大きな規模になるのだろう。前回発言で、減収規
模は政治的判断で最後にまとめると言ったのは、塩川大臣、片山大臣、小泉総理にお
決めいただくとの趣旨で、諮問会議で決めてくれと言った訳ではない。明確にしたい。 

（奥田議員） 石会長資料でも竹中大臣の説明でも、一定の解決に向けて進んでいるが、
「決めてくれ」と言われると、話が元に戻ってしまわないか。 

（塩川議員） では、いつ決めるのか。 
（吉川議員） 「税制改革の全体像」は、税制改革を進める上で建設的な位置付けになれ

ば良い。減税規模は、政府が決めることだが、総理にリーダーシップを発揮していた
だき、はっきりさせる必要がある。「１兆円を超える」という言葉を、１兆円ギリギ
リと読む人がいるが、私は不等式と読むのが正しいと今も思っている。規模は税制改
革の重要ポイントであり、個人的には 2.5 兆円を超える減税が必要と考える。政府と
して総合的に判断されると思うが、規模の議論がいつまでも決まらないのはよくない。 

（牛尾議員） 現在の経済情勢は、悲観的に考えれば深刻な状況だ。楽観的な面も出てお
り、デフレ的傾向が９月ごろから少し止まりつつあることとか、来年３月期には増収
増益の企業も増えることの予想とかプラス面はある。しかし、株式市場には「催促相
場」があり、特に外人投資家は、自分たちのメッセージどおりにいかないと売り込ん
でくることもある。 

   現段階では、１兆円プラスαで政府が決めれば良いと思うが、仮に、株式市場が異
常な状態になったときには補正要求も出てくるだろう。その際に、補正で対処するか、
減税を付加して対処するかは大きな判断になる。ここでは全部決めるのでなく、一応
決めておき、仮に経済危機が進む場合には、補正や 15 年度予算で対応するとか、そ
れでは小泉路線と離れてくるというなら大型減税で対処するとか、判断の余地を残し
ているということで良いと思う。 

   補正の大合唱の中で、また歳出で一時的に解決したのでは昔と同じだ。世界の声に
あるように税制改革で対処する選択肢も残すべきだ。そういう情勢が来なければ、仰
るように１兆 5,000 億円で行けばいい。昔風に大量の補正で対応するのでは繰り返し
になる。そのために、税制面でカバーする余地を残す必要がある。 

（塩川議員） 「１兆円を超える」と双方とも言っており、今日はこれで良いではないか。 
（小泉議長） これから議論しなければいけない。減税が大きければ、増収策も大きくな
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るから、そのぐらいの余地を与えなけらばならない。ここだけで決めては駄目だ。政
府税調、党税調がある。決めたって 12 月末だ。１兆円以上とはっきり言っている。 

（牛尾議員） 決めなくて良いならいいが、決めないと困るのではないか。 
（小泉議長） 困るようにしない。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
見合う増収策が必要になる。 

（塩川議員） アウトラインは必要ではないか。 
（小泉議長） アウトラインは十分言っている。 
（塩川議員） １兆円でも１兆 5,000 億円でも。 
（小泉議長） それは増収しなければならない。項目もまだ明らかにできないから、ここ

で決めるのは早い。ここで決める方針は、１兆円超。単年度ではない。先行減税は
15 年度税制改正でやる。それで十分だ。 

（塩川議員） １兆円というが１兆 5,000 億円ぐらいも視野に入れている。 
（小泉議長） 規模は 11 月から 12 月に決めれば良い。 
（塩川議員） 具体的に税の項目について検討しなければならない。 
（小泉議長） 既に項目は出ている。証券税制、相続税、贈与税、外形標準課税。党にも

専門家がいるのでその議論も参考にして、経済状況を見ながら額は決めれば良い。 
（塩川議員） 党はバラバラに言っている。 
（片山議員） 決めると、党は収まらない。 
（小泉議長） 収まらない。みんな減税が多い方が良いのに決まっている。減税に見合う

増収策をどう考えるかで決まってくる。 
（塩川議員） 増収策も言ってある。 
（小泉議長） 議論には一カ月ぐらい必要だろう。 
（牛尾議員） 塩川大臣が我慢されて乗り切られれば収まるだろう。 
（竹中議員） 色んな議論があると思うが、総理に御指摘いただいた観点で、内閣府、財

務省の事務方が知恵を絞ってトーンは収束してきている。 
（塩川議員） １兆円で良いか。 
（竹中議員） 繰り返すが、「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） これで良いか。 
（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

判断していくのだろう。 
（平沼議員） 外形標準課税に関しては、諮問会議でも現時点では一致していない。 
（竹中議員） 基本的な大きな流れは御承認いただくとして、「全体像」の具体的文章は、

次回までに調整させていただきたい。 
（奥田議員） 外形標準課税については、商工会議所でももの凄い勢いで大反対の合唱が

ある。大企業と中小企業を分けるという話があるが、内容についてもお話があり、外
形標準課税の導入については、引き続き検討すると理解して良いか。 

（片山議員） 今まで「骨太方針」、前の閣議決定でも書き、党税調でも書いている。技
術的な議論はあっても良いが、５～６月の議論で既に意思決定したことになっている。
我々は税収中立で大企業と中小企業の負担割合は変えない。中小企業の外形部分の負
担は、当面 3～4000 億円だ。しかも、18 年度から導入する。日本商工会議所も実態
より過敏に反応しているのではないか。個々に話すと御理解いただけるが、強硬派も
いる。 

（牛尾議員） みんなに十分伝わっていない。 
（片山議員） 増税では全くない。 
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（平沼議員） 「改革と展望」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 年度税制改正を目途にその導入
を図ることになっている。景気の状況等も勘案し、各方面の意見を聞きながら検討を
深めるということだが、総務大臣のお話も分かるので、もう少し議論をする。 

（片山議員） 導入は、大分先の話。仕組みを入れる。 
（平沼議員） 奥田議員が言われるように経済界は大変である。よく議論をすべきだ。 
（片山議員） おどろおどろしく受け取られているが、ある意味では実務的な話だ。 
（竹中議員） １月に閣議決定した「改革と展望」、６月に決定した「基本方針 2002」に

も外形標準課税が出ており、これまでに合意したことと、それ以降の議論を踏まえ、
全員が納得できる表現にしたい。 

（塩川議員） 税の基本方針はどうなったのか。中途半端ではいけない。 
（竹中議員） 中途半端ではない。総理が言われたとおり、12 月の予算編成に向けて規

模等を議論していく。 
（塩川議員） １兆円を超える額だね。 
（竹中議員） そのとおり。 
（塩川議員） 外形標準課税は書くのか。 
（竹中議員） 外形標準課税は、これまで閣議決定したことやこれまでの議論を踏まえ、

表現振りについて再度調整し、次回提出したい。 
 
○総合的な対応策等について 
（竹中議員） 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。月末にはきちっとした、市場が納得する総合的なパッケ
ージを示さなければいけない。塩川大臣。 

（塩川議員） 政策金融を企業再生に活用した方が良い。政策金融は将来５年を目途に改
廃することは決まっているが、それまでのスケジュールをどうすべきか。セーフティ
ーネットの問題があるが、特に中小企業等では、再生資金をどこかで都合しなければ
ならない。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。 

（平沼議員） 塩川大臣の御提案に異議はない。提出資料を説明する。 
    現状は、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、経済不安と

いう悪循環に陥っている。不良債権処理は経済不安の端緒ではなく、経済再生の始ま
りにすることが我々に問われている。企業の整理淘汰自体が目的ではなくて、産業再
編により、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、事業の早期再生を図ることこそが目的だ。政策パッケージを議論す
る前に、まずこの点を市場に向かって確認すべきだ。そういう意味で、具体的取組み
として２つの対応が必要である。 

   1 番目は、過剰供給構造の解消を進めるため、産業再編を進めること。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。 

   具体的な政策対応として、第１に産業再生法の抜本改正、第２に緊急的な政策支援
の検討、第３に事業再生に早期着手する慣行の定着、の３点である。 

   産業再生法の抜本改正は、来年３月末に期限が切れる産業再生法を抜本改正し、個
別企業単位での選択と集中支援に加え、新たに過剰供給構造の解消、過剰債務構造の
是正への産業サイドでの取組みを促進する。産業構造改革に関する基本方針を示し、
それに基づいて、自力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に分けて、真剣に取り組む事業者に対し、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指示している。 
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    具体的に、ケース１からケース５まで示した。ケース１は、債権放棄と新たな資本
注入により、既存企業が本業に集中し、再生するパターン。流通で例がある。ケース
２は、スポンサー企業の配下に入り、本体を再生するパターン。自動車で例がある。
ケース３は過剰供給構造の解消のため共同で設備廃棄をし収益力を回復するもので、
鉄鋼や化学などの素材産業を中心に今後増えると思う。ケース４は、本体は過剰債務
や簿外債務とともに清算されるが、コア事業は外部に新設するパターン。最近ではス
ポーツ用品で成功例がある。ケース５は、ケース２に似ているが、直接スポンサー企
業に吸収合併されるパターンで、最近では民事再生法を申請した工作機械メーカーを
同業者が救済し、雇用の８割以上が確保された例がある。 

   さらに、産業再生法の改正前にも、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、前倒し導入を検討し
ていきたい。 

    事業再生に早期に着手する慣行の定着については、早め早めの事業再生への取組み
が不良債権発生を未然防止する上で有効であり、なるべく早いタイミングで事業再生
に着手する慣行定着を促すため、ガイドラインを策定し、不良債権発生を未然防止す
る一助とすることも検討させている。 

    金融行政当局と産業行政当局との間の情報共有と政策の密接な連携調整が必要で
ある。具体的には、政策メニューとタイミングなど政策フレームや再建計画の適否に
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
整が必要である。また、痛みを感じながら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り、財務大臣にも御理解賜りたい。 

（竹中議員） 金融担当大臣として、一緒にやっていきたい。 
（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いる。今後、重要なこと

は民間需要を引き出す構造改革の具体化を早急に進めるとともに、金融システムの強
化を図ることである。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きたい。 

    税制で言いそびれたが、経済活性化、民間需要の拡大のために税制の役割は非常に
大きく、減税実施の意義は大きい。金融や企業活動に関連して３つのポイントがある。
１つは企業のリストラ、中長期的なリスクテイクの活発化。２つ目は株式市場を通じ
たリスクキャピタル供給の促進。３つ目は不動産の流通、証券化の活発化。こうした
ものを早く実現していただきたい。 

（吉川議員） 塩川大臣が言われた政策金融の活用には賛成する。ただし、政策金融改革
を進めることと、大臣が言われたことは矛盾しない。セーフティーネットの提供や産
業再生とは別に改革を要する。政策金融改革を進めると同時に大臣が言われることも
政策金融を使って対応することが大切だ。 

（塩川議員） 期限を限って、再生のための特別枠を設け、政策金融機関が対応する方法
はどうだろうか。そうすれば、期限がきたら切るものは切ってしまう。そうしないと
永久的にその制度が残ることになり良くない。 

（奥田議員） 現在は、株がどんどん売られて下がっている。デフレ対策は早急に具体的
に出せないと、怖い状況にならないか。 

（牛尾議員） 市場への緊急対策というクライシス・マネジメントについて、きちんと作
っておく必要があるだろう。その意味では、相当な経済対策を準備しておかないと、
緊急のものが来たら、しっかり対処するという対策を考える必要がある。 

（竹中議員） 御指摘の点を踏まえ、対処したいと思います。ありがとうございました。 
                                   （以 上） 


