
平成 14 年第 30 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 30  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 10 月 17 日（木）15:30～16:37 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 坂口 力 厚生労働大臣 

同  扇 千景 国土交通大臣 

石 弘光 税制調査会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)「税制改革の全体像」について 

(2)金融分野緊急対応戦略プロジェクトチームの経過報告について 

(3)総合的な対応策の経過報告について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○税制改革の全体像 

○片山議員提出資料 

○研究開発減税・投資減税の基本的枠組み（石税制調査会会長提出資料） 

○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） 
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○「総合的な対応策（仮称）」について 

○不良債権処理の加速に伴う総合戦略について（有識者議員提出資料） 

○平沼議員提出資料 

○金融システム安定化策の推進に伴う雇用面での対応（坂口臨時議員提出資料） 

○扇 臨時議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから平成14年度第30回経済財政諮問会議を開催い

たします。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは、まず本日の議事についてでございますが、大きく３つござ

います。「税制改革の全体像」について、２番目が金融のプロジェクトチームの

経過報告について、これを踏まえまして、総合的な対応策についての議論に、１

時間と限られておりますけれども、時間を割きたいと思います。 

本日は、坂口大臣、扇大臣及び石税調会長に御出席をいただいております。 

○「税制改革の全体像」について

（竹中議員） それでは、まず 初の「税制改革の全体像」でありますけれども、お

手元に紙があると思います。前回に引き続き調整をさせていただきまして、各担

当の大臣、省庁の御協力によりまして、合意していただける内容になっているか

と存じます。 

税制に関しては、片山大臣と石会長から御発言がありますが、その前に、この

紙は紙として御了承いただくということでよろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員） それでは、このようにとりまとめをさせていただきたいと思います。 

それでは、税制に関連しまして、片山大臣からまず御発言をお願いいたします。 

（片山議員） ちょっとお時間をおかりまして、外形標準課税のイメージだけ説明さ

せていただきたいと思います。３枚紙でございますので、横長でございますが、

お開きいただきたいと思います。 

初はこの導入イメージとありますが、何度も口頭では説明いたしましたけれ

ども、大法人と中小法人に分けまして、平成16年度から大法人は段階的に４分の

１だけ外形標準課税にしますと。３年を経過した平成19年度から２分の１を外形

標準課税にします。２分の１で外形標準課税導入はおしまいです。 初の３年間

は約6,000億円、「0.6兆円」と書いてありますが、0.6兆円だけが外形標準課税に

なりまして、平成19年度から倍になるわけですから１兆2,000億円になるというこ

とでございます。中小法人の方は、２年遅れて平成18年度から４分の１だけ導入

しまして、３か年は外形標準課税を４分の１にいたします。対象の税額は3,800億
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円であります。それから21年度から２分の１、税額は倍の7,500 億円になる。両

方で外形標準課税分が全体では半分の１兆9,500 億円、残りは所得課税でござい

ます。したがって、この分だけが所得課税が外形標準課税に振り替わるというわ

けでございます。中小法人について言えば、例えば3,800億円を243万社であれば、

１社当たり約16万円になります。 

１枚めくっていただきまして、平均的な法人の法人事業税負担のイメージでご

ざいますが、資本金区分が一番左でございまして、その次は資本等の金額、これ

は平均です。売上高、従業者数、それから外形標準課税導入による赤字法人の平

均税負担がこうなり、現在の利益法人の平均税負担がこうなりますという数字。 

資本金1,000万円未満で見ますと、資本等の金額が平均360万円、売上高が平均

約8,400万円、従業者数が７人。現在赤字法人の税負担額はゼロですが、これが外

形４分の１導入のときは 大２万4,000円になる。売上高の0.03％、２分の１にな

っても 大４万8,000円です。 

ちなみに、今、利益法人は幾ら払っているかといいますと、法人事業税を平均

で約30万円払っておりまして、これが外形標準課税を４分の１導入すると25万円

に下がり、２分の１にすると20万円に下がるという表であります。括弧の中の約

180万円は法人税と住民税の法人税割も含めた法人関係税の平均負担額です。その

中の30万円が法人事業税でございます。法人関係税としましては、約180万円払っ

ているわけであります。 

1,000万円以上5,000万円未満の中小法人でございますが、資本金が平均1,450万

円、売上高が約４億円で従業者数が18人で、現在赤字法人の税負担はゼロでござ

いますが、外形標準課税導入で欠損法人の平均税負担が４分の１で20万円、売上

高の0.05％となり、２分の１で約40万円になる。ちなみに、利益法人は平均170 万

円の法人事業税を払っておりまして、それが以下のように減額される。法人関係

税としては約780 万円払っていると、こういうわけであります。 

5,000万円以上１億円未満でございますと、そこにありますように、売上高が25

億円で、現在赤字法人の税負担はゼロでございますが、外形標準課税の４分の１

導入だと約90万円、売上高の0.04％となり、２分の１で約180万円になります。利

益法人は平均980万円法人事業税を払っているということでございます。 

１億円以上10億円未満で約80億円の売上高で、現在は赤字法人の税負担はゼロ

でございますが、外形標準課税導入４分の1導入で年間280万円、00.4％、２分の

１で約550 万円。ちなみに、法人関係税としては１億4,700 万円払ってもらって

おりまして、うち法人事業税が3,000万円で、それが以下のように減額される。 

10億円以上でございますと、約940 億円の売上高でございまして、現在税負担

ゼロが４分の1外形標準課税導入で年間5,000万円、売上高の0.05％、２分の１で

約１億円となりますが、利益法人は法人関係税で約21億円、法人事業税では約４

億円払っていただいていると、こういうことでございまして、外形標準課税とい

うと大変衝撃が強いような印象がございますけれども、金額からすると、十分可

能な額ということがおわかりいただけるのではなかろうかと思います。なお、よ
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くいろいろな意見を聞かせていただきますので、御理解を賜りたいと思います。 

（竹中議員） 先に石会長の方からお話をいただきまして、議論をさせていただきま

す。 

（石税制調査会会長） ちょっと時間をいただきまして、今日まとめてきました研究

開発減税・投資減税の基本的な仕組みにつきまして御説明をさせていただきます。

今年年初以来、総理大臣の指示もありまして税制改革を進めております。経済

活性化と言ったときには、どうしても戦略的には法人税が問題になりまして、そ

の具体的仕組みとして法人税率でやるか、研究開発投資みたいな政策減税をやる

か随分議論いたしました。６月の段階で総理から５項目の来年度税制改正の指示

をいただいた中には、はっきり研究開発減税・投資減税を書いてございます。が、

その後も、法人税率ということも経済に対する効果をにらんで考えてもいいじゃ

ないかという声もまだ根強くございましたし、あるいは政策減税というと、租税

特別措置というものの拡大が予想される中、これは本来税調でやっている姿勢と

は違ってくると。 

いろんな議論もございました末、結局、我々がまとめましたことは、一般的な

税率の減税では、恐らく企業の方にキャッシュフローが増えても、過剰債務、過

去の借金返しに回ることが多く、過去５か年で９％も実効税率を下げております

が、設備投資がそれほど呼び込めなかったということもあり、方向を転換すると

いう意味において、その研究開発減税・投資減税、これがよかろうという判断に

立ちまして、数字は入ってございませんが、大体お読みいただければわかるよう

な具体的な設計をしてまいりました。 

１枚目は、今の段階でやることは、企業の投資計画に対して対応が速やかにで

きるような意味において望ましいという視点から、早くした方がいいという形で

こういう紙を用意いたしました。「この際」以下の付言のところは前から言って

いることでございます。 

ちょっとおめくりいただきまして、２ページ目、３ページ目に研究開発減税・

投資減税の２つに分けまして説明がございます。研究開発投資というのは、言う

なれば、投資のリスクが高い、市場の原理だけに任せられないような研究開発、

これに対して政府が税制を使って、それなりに支援する意味があろうという意味

で、実はアメリカあたりではかなり広く使われております。２ページの中には、

アメリカの概略が書いてございますが、「増額」ではなくて「総額」を対象にし

て試験研究費の税額控除を行うとか、研究開発支出のウエートの高いものに対し

てはインセンティブを与える、そういうような仕組みがいいのではないかと。 

それを念頭に置きまして、３ページ目の 初に、①から④まで具体的な項目で、

今考えております研究開発投資の減税の方法を考えました。 

①は、今申し上げたように、研究開発支出の多いものに対しては税額控除率を

高くする。例えば、一般的に税額控除10％とするならば、研究開発支出の多いと

ころは12％とか15％にすると、そういう意味であります。 

それから、海外への委託研究等も含め、国の内外を問わず研究開発全般に対し
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て利用できるような、かつ業種を限定せずに利用できるような仕組みにしたい。 

それから、産官学の連携であるとか、あるいは中小企業の研究開発には余計な

配慮、余分な配慮をしてもいいと思い、そういう意味では①と同じような意味で

のインセンティブを与えてもいいんじゃないかと。 

それから４番目は、これが重要かと思いますが、一応基幹的な部分について、

一般的なところについては区切らない、つまりパーマネントな制度にすると。し

かし、上積み部分でより短期的に効果を高めたいという視点から政策効果を入れ

るならば、時限立法で上乗せする分があってもいいだろうと、こういうスタイル

の基本的な設計をいたしました。 

それから、設備投資税制はこれとはまた違って、一応ＩＴ投資減税と、４ペー

ジ目の研究開発用の特別償却という２つという構えでやりました。実は設備投資

一般について減税という声も、マーケットに任せてやってもいいという議論もあ

ったんですが、今、集中的に限られた資源を投下する方がいいという視点に立ち、

ＩＴ投資、これがひとつ短期的な需要創出が見込めるので、ここに集中的にやろ

うと。これも政策減税でありますが、この場合は期限を区切って、重点的なとこ

ろに集中しようと。しかし、さはさりながら、ＩＴに関して言えば対象事業者は

限定せず、ハードウエアのみならず、ソフトウエアも含むということを念頭に置

いておりまして、具体的な方法としては、政策減税として税額控除と特別償却の

選択を考えようということであります。 

それから研究開発用の場合、ソフトの方、人件費とか開発費、そういうものは

研究開発支出の方で賄いますが、機械とか設備等を入れた場合には、特別償却と

いう形で設備投資の方に入れて期限を、この場合には特別償却という形で一応期

限を区切ってここでやるけれども、対象業種は限定しないと、こういう形であり

ます。 

さはさりながら、特別措置の拡大につながる措置でありますので、既存の租税

特別措置を極力切り込んで、屋上屋になってもしょうがありませんから、新しい

ものが入った分、古いものを見直すということを徹底的にやりたいという形で考

えております。 

これが大体我々が考えました基本的フレームです。 

（竹中議員） ありがとうございます。今日は、余り時間がございませんが、もし何

かございましたらどうぞ御発言をお願いいたします。 

平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 今、片山大臣から資料が提出されまして、ひとつの考え方だと思って

おります。段階的に、そして中小企業に対する外形税額などいろいろ配慮をされ

ているということは私は多としたいと思っています。 

ただ、前にも申し上げましたように、賃金課税というものは非常に慎重を期す

べきだと思いますし、また海外の例を見ましても、ドイツだとかフランスだとか

イタリアは、いろいろな配慮や特例措置を検討した結果、 終的には賃金課税と

いうのを廃止する方向になったと、こういうことでございまして、やっぱりここ
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は引き続きいろいろ議論をさせていただきたいと思っております。 

それから、提出された資料というのは１つのモデルでございまして、また別に

一つ一つ個々の企業を当たってみますと別の結果も、黒字法人の80％ぐらいは増

税になると、そういうようなこともございますので、この御意見というのは私ど

もも検討させていただきますけれども、さらに議論をさせていただきたいと思っ

ています。 

（片山議員） 平沼大臣、中小企業に対する外形標準課税分の総額が４分の１導入で

3,800億円ですからね。個々の企業にいろいろな事情がありますが、しかし致命的

なことになりませんし、我々は赤字が続くところには徴収猶予ということも考え

ているところです。そういうこともいろいろ仕組みを考えていますので、長年の

悲願で自民党や与党の税調でもずっと議論してきているのです。３年も４年も。

そういう意味でそろそろけりをつけるべき時期に来ているということはぜひ御理

解を賜りたいと思いまして、 大限の配慮をお願いします。中小法人の平均税負

担は約16万円ですよ。これでも相当配慮しています。 

（平沼議員） これはこういう形で今日のまとめにも書いていただいておりますけれ

ども、そういう中で引き続き線に沿って検討すると。 

（片山議員） なお、引き続き議論はさせていただきます。 

（竹中議員） それでは、制度の個々の問題については、さらに議論を深めるという

ことにさせていただきたいというふうに思います。 

○金融分野緊急対応戦略プロジェクトチームの経過報告について

（竹中議員） それでは、金融のプロジェクトチームの経過の報告だけ簡単にさせて

いただきたいと思います。お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

メンバーと開催状況を書いておりますけれども、内閣改造がありましてから２

日目にこのチームを立ち上げまして、それからさらに２日目には第１回の会合を

開きまして、とにかく時間が大事だということで精力的に進めております。資産

査定は十分に行われているか、自己資本は十分か、その際、銀行経営におけるコ

ーポレートガバナンスは発揮されているかという点に焦点を当てながら今ディス

カッションを進めております。 

個別にいろんな情報が出てくると混乱を与えるということから、これは来週前

半ぐらいに少しまとまって中間報告をさせていただきたいと。月末に向けて 終

的にとりまとめたいということでひたすら今じっくりと議論を詰めております。

金融は言うまでもなくかなり技術的でありますし、一つ一つが行政の積み重ねだ

という性格がありますので、どうしてもそこらあたりの緻密な議論をした上でな

いと、政策はなかなか外へ出せないという性格がございます。 

ただ、総じて、まず今日の時点で申し上げておきたいのは、金融といっても広

いわけですけれども、大手の銀行についてどうするか、焦点を当てる議論はしな

ければいけないと思っております。その際、大手の銀行でありますから、世界の

市場が見てわかりやすいような形にしなければいけないというふうに思っている
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ところであります。そして何よりも、この改革は国民のためのものである。もっ

と正確に言うと、これは預金者のためであり、かつ健全な借り手企業のためであ

り、投資家のためになる、そういう観点がどうしても重要だと思います。したが

って、これは企業を破綻に導くとかそういうものではなくて、銀行を強くするた

めの政策であり、企業を強く、悪い企業を再生させるということが究極的な目的

ということをあくまでも重点に据えなければいけないと思っております。 

その際、中小企業に対する一時的なしわ寄せが起こらないように特別な配慮を

しなければいけないというふうに思っております。１点だけ出てきたアイディア

で、即、今日の時点からでも実現したいと思っていることをここで紹介しておき

たいと思いますが、例の貸しはがし・貸し渋りの問題について、金融庁の中に「貸

し渋り・貸しはがしホットライン」というのを設けるということにいたしました。

これは貸し渋り・貸しはがしに関する情報の電子メール、ファックスによる受付

制度でありまして、この結果によって、これを銀行の検査、監督に結びつけてい

くということも踏まえまして、これは国民のために改革をやるんだということを

前面に打ち出した形の改革に持っていきたいと思っております。 

その際、これが今日の後半の議論に結びつくわけでございますけれども、やは

り銀行の問題というのは借り手の産業、企業側の問題でもありますので、その産

業、企業の側からの御協力というか、同時解決がどうしても必要である。ここは

平沼大臣、扇大臣のリーダーシップにも大変私たち期待するところが多いわけで

ございます。それともう一つは、不良債権が発生する元を絶つという意味でデフ

レをとめるという政策を同時にやっていく必要があるだろう。そこが大変重要に

なってくる。もう一つは、同時に国民の安心を得るためにもセーフティネット、

これは中小企業の対策、雇用の対策ということをきちんとしなければいけないと

いうことなのだと思います。 

来週の前半ぐらいに、このプロジェクトチームとしての中間報告をできるだけ

はっきりとした形で出せるように今努力をしておりますので、それを受けまして

総合的な対応策につきまして、ぜひとも各大臣のリーダーシップを発揮していた

だきたいというふうに考えるところでございます。 

金融の話についてもいろいろあろうかと思いますが、時間の関係もありますの

で、できましたら、こういった金融の改革に併せて、どのような総合的な対応が

必要かということにつきまして資料を用意していただいておりますので、先に御

説明をお願いできればというふうに思います。 

○総合的な対応策の経過報告について

（竹中議員） 私の方で検討項目という７つぐらいの項目を書いた紙がございますけ

れども、これはあくまで目次でありますので、それの中身について有識者議員、

平沼大臣、坂口大臣、扇大臣、それぞれ手短な御報告をお願いしたいと思います。 

それでは吉川議員。 

（吉川議員） それでは、私ども民間議員の４名の名前が書いてあります「不良債権
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処理の加速に伴う総合戦略について」という紙を私の方から御説明いたします。 

平成15年度においては、公共投資を抑制することになっております。また、社

会保障負担増・給付減ということも見込まれており、公的部門がＧＤＰに対して

１％以上のマイナスの影響を与えるということが予想されておりますが、我々は

マクロ経済と整合性のとれた先行減税をそうした意味からも主張してまいりまし

た。さらに今、竹中大臣からもお話がありましたが、不良債権処理を加速化する

ことになっているわけでありますから、一時的にはこれが経済への下ブレ圧力を

強める可能性もあります。経済へのマイナス効果を緩和するために、以下に述べ

るように政策を総動員して、相当規模（効果においてはＧＤＰの１％程度）の対

応を行い、日本経済全体の再生を戦略的に進める必要があると、このように考え

ます。ただし、従来型の公共事業ではなくて、「官から民へ」の構造改革を加速

化させ、新たな雇用機会を拡大させる方向での政策展開が重要であると考えます。

なお、これから経済政策論議が盛んになっていくと考えられます。こうした中

で私は一時的、場当たり的な需要と、日本の経済社会の未来を見据えた持続的な

需要、この２つを峻別することが政策論議の中で何よりも大切であると考えます。

要するに中身が大切だと、こういうことであります。総合戦略としては、以下８

点挙げてあります。 

「１．金融システムの安定化」。具体的には、平成16年度までに不良債権問題

を終結する。決済機能の安定確保、中小企業金融に対するセーフティネットの構

築、新しい金融行政の枠組みの確立、この点については先ほど竹中大臣からお話

がありました。 

「２．先行減税の実施」。デフレ圧力の緩和に向け、１兆円を超えるできる限

りの規模（目途として2.5 兆円超）の先行減税を実施する。盛り込むべき内容と

しては、法人の税負担軽減を通じた企業活動の活性化、土地課税、証券税制等の

改革を通じた資産取引の活性化、不良債権処理の無税償却基準の緩和及び欠損金

の繰越期間延長による処理加速、こうしたものが考えられます。 

次のページですが、「３．一層の金融緩和の促進」。このために、政府と日銀

の連携が必要であると考えます。 

「４．雇用対策の充実」。規制改革の大胆な加速を通じた新たな雇用機会の創

出。人材派遣会社等を活用した再就職の促進。公的サービス分野での一時的雇用

制度の活用。セーフティネット機能と景気への自動安定化機能を十分に発揮させ

るための雇用保険制度の見直し。 

第４番目でありますが、意味するところは、雇用保険制度につきましては、現

在、15年度に積立金が枯渇することが予想されております。したがって、そうし

た中で給付・負担について見直しが行われているわけであります。現在の制度に

ついては、給付・負担それぞれ制度的にこれを合理化する余地があるということ

は我々も同様に考えております。したがって、中身を見直すことは必要であるわ

けですが、失業率が高まる中で、雇用保険の積立金が減っていくということ自体

は当たり前であり、そもそもそのための制度なわけですから、合理的なことで何
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もおかしいことではない。制度の中身を見直す、合理的にする。そのことは大変

必要なことで給付・負担とも配分の是正は大いに進めるべきではありますが、全

体としての給付削減、保険料の引き上げということを来年度することがいいのか

どうか、この点は慎重に再検討するべきであるというのがここに書いてあること

の趣旨であります。 

「５．中小企業対策の充実」。万全な金融セーフティネットの構築。具体的に

はセーフティネット保証、貸付の拡充、無担保融資制度の拡充、代替的資金チャ

ネルの創造、あるいは創業・新事業展開への支援体制の強化、政策金融の活用と

いうことが考えられます。 

後の政策金融の活用でありますが、政策金融が大いに活用されるべきである。

セーフティネットとして活用されるべきであるということは我々もそのとおりだ

と考えておりますが、一方では、民間の銀行の収益力が低いということが問題で

あるわけで、その点でも、民間の銀行の民業圧迫になるような形で政策金融が使

われるということがあってはいけない。その点を注意をしながら、あくまでもセ

ーフティネットとしての政策金融が役割を果たすべきだと我々は考えております。

「６．借り手側の産業調整、企業再生の促進」。産業再生法の改正強化、ある

いは早期事業再生ガイドラインの策定、提示、ＲＣＣ、企業再生ファンド等の活

用の促進、こうしたものを通して産業調整、企業再生を促進する必要がある。 

「７．規制改革の加速」。構造改革特区の実現を皮切りとした規制改革の大胆

な加速、あるいは医療、教育、農業等、いわゆる官製市場の民間開放の促進、都

市再生にかかる規制の緩和、こうしたものが進められなければいけない。 

「８．都市再生の促進」。民間の都市再生事業の推進。都市再生に関わる規制

の緩和、構造改革特区の活用。 後に具体的な事例でありますが、羽田空港再拡

張の推進、こうしたことが考えられるということであります。 

以上です。 

（竹中議員） 平沼大臣お願いいたします。 

（平沼議員） それでは非常に大きな横長の紙でございますので、簡単に御説明しま

す。 

これは１枚目と２枚目は既に御説明をしたんですけれども、非常に大事なこと

だと思いますので、総論的に申し上げますと、総合的政策パッケージの必要性に

ついて、不良債権処理加速は経済再生のための必要条件であっても、それだけで

は経済再生というのは達成できないわけでして、将来に向けた自信と活力をもた

らす総合戦略が不可欠であると思っています。不良債権処理を、ともすれば経済

不安の端緒ととらえますけれども、そうではなくて、経済再生の始まりとするこ

とが必要だと思っております。 

したがいまして、まず不良債権処理を単なる企業の整理淘汰の引金としてはな

らないということでありまして、企業を早期に再生をさせ、産業を再編し、新た

な投資をスタートさせる、そういう機会にしなければならない。これは民間議員

の方々の御指摘もそうだと思います。こういう点については、この１枚、２枚、
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具体的に前回御説明をしたとおりであります。また、当然のことながら、万全な

セーフティネットの整備も必要でありまして、これは後で具体的に申し上げたい

と思います。 

次に、需要低迷を解決するための政策が当面の対応として必要でありまして、

潜在的な民需の誘発による需給ギャップ解消をはじめとする総合的なパッケージ

を打ち出すことが必要でございます。さらに本格的な経済再生を図るためには、

不安定な状況が終わった後の我が国経済の未来の姿というものを国民に対してト

ータルに示す必要があると思います。ですから、こういう処理をして、その先に

こういうことがあるよと、こういう形で国民の皆様方にある意味では明るさと希

望をもたらす、そういうトータルな姿を示す必要があると思っています。ですか

ら、90年代以降の経済混迷を教訓としながら、今後の我が国の市場の規律や、経

済政策のあり方でございますとか、資源配分のあり方が根本的に問い直されなけ

ればならない、そういう時期だと思っています。高齢化・少子化や、資源稀少と

いう状況にある我が国が我が国なりに未来像をどのように描き得るか。仮称でご

ざいますけれども、「未来創造総合プラン」、こうしてとりまとめるように、私

から今事務方に指示をしてこの作業をしておりますので、まとまったらお示しを

させていただきたいと思っております。 

それから、ずっとめくっていただいて３ページの中小企業対策を少し具体的に

申し上げたいと思います。厳しい経済金融環境の中で、不良債権処理の加速によ

り、やる気と能力のある中小企業への資金供給に障害が及ばぬように金融対策を

強化する必要があると思っています。不良債権処理をどう進めるかについて、金

融行政から提示されることが具体的な検討の前提でありますけれども、現在のと

ころ我が方としては、ここに書いております 

以上のようなメニューを考えております。これに従って御説明をさせていただ

きます。 

（1)ですけれども、貸し渋りや地域金融機関の経営合理化によって、資金供給

が受けれなくなった中小企業については、セーフティネット保証と商工中金の無

担保融資制度で対応していきたいと思っています。 

（2)でございますけれども、貸付債権がＲＣＣに譲渡された中小企業のうち、

再生可能な中小企業を支援するために、セーフティネット保証の拡充等により、

これを対応していきたいと思います。どうしてもつぶれるところはしょうがない

ですけれども、これは検討して再生可能だということであれば、やはり積極的に

やらなければならないと思っています。 

それから、３つ目の括弧でございますけれども、法的再生手続等によりまして、

事業再生に取り組む中小企業については、事業再生保証の創設でございますとか、

事業再生融資の拡充、こういったことによりまして、しっかりと対応しなければ

ならないと思います。 

こういった以上の措置を講ずるために必要な法律案を、今臨時国会に私どもは

提出する予定にしております。今後、金融行政で提示される不良債権処理策によ
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って、これらの措置に追加すべきものがあるかどうか検討をする必要があると思

っておりますけれども、保証制度に万全を期するためには、信用保証の財政基盤

をしっかり整備することが大前提でございまして、前回もそのことは申し上げさ

せていただきましたけれども、まずこのためには、数千億円のある意味では財政

措置が将来必要になると思います。さらにセーフティネット保証の拡充等を行う

とすれば、当然それを支える財政措置が必要となってくることは申すまでもあり

ません。 

ちなみに、数字上の積算をいたしますと、例えば10兆円程度の規模で保証を行

うとすれば、約１兆円の財政措置が必要になるという計算に相成ります。こうし

た金融対策と併せまして、誰でも、いつでも、すぐに、いろいろな創業と再出発

が可能となるように、８月末の集中審議で御説明をした施策の強化を進めている

ところでございまして、この辺の重要性については民間議員からの御指摘もござ

いました。また、中小企業が市場からの円滑な退出についても、破産法等の改正

を法制審議会で議論する等の環境整備を進めているところでございます。 

以上が中小企業の対策でございます。 

あと、めくっていただきますと、ここのところに今言ったことが書いてありま

す。 

それから雇用対策パッケージ、これは坂口大臣からも御説明があると思います

けれども、私からもこういう資料を出させていただきました。これは見ていただ

くとわかりますけれども、例えば、この表の真ん中のゼネコンというところを見

ていただきますと、第１はゼネコン、そして流通、製造、金融、こういった業と

も技術者や専門職は比較的転職は容易でございますけれども、一般事務職などの

管理部門の職員は非常に転職が難しい。そうした失業者の持っている経験や技能

に照らした転職の困難度合いに応じて、当然のことながら、きめ細かな対応をし

なければならないと思っています。 

２番目としては、ＩＴの技術者、営業系人材など現にミスマッチが生じて人材

不足が生じている分野が存在しております。ここに「ミスマッチ」という言葉が

出ておりますけれども、こうした分野に人材が移動できるように、真に実効のあ

る再就職支援策に、限られた資源ですけれども、資源を集中しなければならない

と思います。 

第３に、失業者のいわゆる能力、技能に応じて適用するプログラムを分けた方

がよいと思っています。転職が比較的容易であれば、送り出し企業の再就職支援

やトライアル雇用支援で対応する。２つ目は、転職が難しくて能力転換を必要と

する場合には、このごろ民間の企業等がある意味では能力をつけてきております

ので、民間活力を生かした能力開発プログラムで対応したらどうかと思っていま

す。３つ目は、さらに臨時的な総合的な対策パッケージのイメーシがそこに書い

てありますけれども、さらには臨時的な公的雇用プログラムで対応するというよ

うな、そういった施策を組み立てるべきだと思っています。経済産業省といたし

ましても、経済産業を見ている観点から、実効のある能力開発プログラムが確立
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されますように、具体像、モデル、ＩＴ人材という幾つかの重点分野について提

示をさせていただく用意があるわけでございます。 

後に、労働者派遣の規制緩和でございますとか、メリハリのある雇用保険の

制度設計等、労働分野の構造改革も推進をしていくべきだと思います。いずれに

いたしましても、産業再生政策と雇用政策は一体的に進めていく必要がありまし

て、これは引き続き、厚生労働大臣と御相談をしながら進めていきたいと、こう

いうふうに思っておりまして、今、雇用に関しては、こういうふうにまとめさせ

ていただきましたので、見ていただければおわかりだと思います。 

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。坂口大臣お願い申し上げます。 

（坂口臨時議員） よろしくお願いいたします。厚生労働省の意見を言わせていただ

く機会を与えていただきましてありがとうございます。 

ただ、この不良債権処理に伴います雇用の問題を考えますときに、その規模で

ありますとか、スピードでありますとか、そうした問題によりまして、中身が随

分変わってまいりますし、今平沼大臣からもお話がございましたが、そのどの分

野で一番多いのかということによりましても、この雇用の中身は変わってくるだ

ろうというふうに思っております。全体の規模が今明らかでございませんし、不

良債権処理の規模が明らかでございませんし、そして、それに対するどんな財政

的な手当があるのかないのかということもはっきりしていないわけでございます

から、わからないづくしの中で今どう考えるかということだろうというふうに思

っております。 

このページを中心にしてお話を申し上げたいと思いますが、１枚紙でお渡しし

ましたのは、これをさらに簡単にしたものでございます。何の予測もなしに考え

ていてもいけないものでございますから、不良債権の処理対象額が15兆円、今年

の３月でございますが、大体そのぐらいと言われております。そのぐらいの処理

がされるということになりますと、新たに発生いたします離職数は大体65万程度

になるというふうに、65.7万人と私の方では数字を出しておりますが、そう思っ

ております。その中で非労働力化していく人たちも15万人ぐらいはいるだろうと

思います。そうしますと、失業者及び転職者、両方合わせまして50万人ぐらいと

いうふうに踏まえているところでございます。転職者数と失業者数と分けて考え

る向きもありますけれども、転職というのはなかなか難しくなってきております

から、なかなかうまく分けられないものですから、まとめて約50万というふうに

考えているわけです。これで完全失業率5.4 でございますが、これがもしもこの

ぐらいになってまいりますと、6.0ぐらいになってくるのではないかというふうに

思います。 

さて、雇用対策を進めていきますために、今年の予算に基づきましてやってお

りますのは、粛々とやる以外になるわけでございますから、それにプラスしてや

るというふうになりましたときに、その財源をどうするかという話になってくる

わけでございます。これは塩川大臣のところでお願いをする以外ないわけでござ
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いますけれども、現在の厚生労働省の予算の中でやりくりのできるものは何かと

いうことを少し検討してみました。そういたしますと、例の緊急地域雇用創出特

別交付金、これが来年と再来年向けに合計2,000億円、これは各都道府県、市町村

に貯蓄をしてもらってございます。来年の分、再来年の分の前倒しはできるので

はないかというふうに思っております。来年度は2,000億円使うことは可能である。

ただし、再来年の分を先食いするわけでありますから、再来年は何もなしになっ

てしまいますので、そこはまた考えていただかなきゃなりませんけれども、それ

はでき得るではないかというふうに１つは思っております。 

それから２番目には、緊急雇用創出特別基金というのがございまして、この基

金の残額が300億円ぐらいの見通しですので、これは前倒しで使えないことはない

ということでございます。これは一人当たり60万ぐらい出そうとしますと５万人

分あります。もう一つ、新規・成長分野雇用創出特別奨励金という長い名前がつ

いておりまして、これも覚えるのも難しいわけでございますが、新規の成長分野

におきます雇用創出特別奨励金、これも基金がございます。今まで1,090億円ぐら

い基金をしていただいてありまして半分使っておる。500億円ぐらい残っておりま

す。これも前倒しで使おうと思えば使わせていただくことができるのではないか

というふうに思っています。そうしますと、特別交付金2,000億円と基金の残りの

800億円ぐらい、これはもう既に予算化されているわけでございますし、そして使

い道はある程度決まっているわけでありますから、限定はされると思いますけれ

ども、先に使わせていただくことはできるのではないかというふうに思っている

次第でございます。 後に申しました奨励金の500億円の方は、大体一人70万円ぐ

らいずつ出しておりますので、そうしますと７万人分ということになるのではな

いかというふうに思います。 

この黄色い紙でいきますと、ちょうど真ん中に書いてあるところでございます。

今までの雇用政策をずっと私見ておりまして感じますのは、やはり地域によって

随分雇用状況、環境というのは違うわけでございますし、また、そこで失業され

る人の業種や質というのも非常に違うわけでございます。やはり地域に見合った

雇用対策をつくっていかなければならないというふうに思っております。先ほど

御指摘いただきましたように業種にもよると思いますが、地域による格差も非常

に大きいと思います。 

そして現在キャリアカウンセラーをつくっておりまして、昨年1,000名ばかりつ

くりまして、今年１万人つくらせていただいて、これから先５万人にしたいとい

うふうに思っております。この人たちを総動員しまして、とりわけ、特に世帯主

で失業したような人を中心にやっていく必要があるのではないかというふうに思

っております。 

   もう一つは、今、特別交付金として今年1,400億円、来年と再来年向けに合計

2,000億円というふうに組んでいるわけでございます。その使い方、市町村がうま

く使ってくれているところもありますし、内容を拝見しますと、あるものは使わ

なきゃいけないというので、例えば、駅前の自転車片付けをやらせましたり、空
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き缶拾いをやらせましたり、それも結構でございますけれども、そのときだけで

それが後になかなか続いていかないという、これはちょっと使い方をもう少しこ

こは考えていかなければいけないのではないか。したがいまして、今後この特別

交付金等を使いますときに、もう少し雇用を生み出す、創出する、そういうこと

をやってもらったところに経費もかかるでしょうし、人件費もかかると思います

が、そういう経費や人件費に対してできるだけ出していく。そのことによって雇

用が後に続いていく、雇用を生み出していくということに、もう少し地方の企業

等につきましても知恵を絞っていただくように使い道をしなければ、ここはいけ

ないのではないか、そんなふうに実は思っている次第でございます。 

そういうことを念頭に置きながら、今、詳細の詰めをいたしているところでご

ざいますし、今年やっております非常にきめ細かな政策につきましては、今更繰

り返す必要はないというふうに思いますので、そうした財源で、そうした方向性

についてこれからやらせていただければどうかというふうに思っておりますこと

を今日は御報告する程度にしておきたい。今後、月末に向けまして、さらにより

具体的に進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、扇大臣、時間が押してきて大変申しわけありませんが、よろしくひ

とつお願いいたします。 

（扇臨時議員） 時間がないということで大ざっぱなことを言わなきゃいけないかも

しれませんけれども、まず私の持ってまいりました横長の資料の全体像を見てい

ただきたいと思います。少し早口でしゃべります。 

それは今この経済財政諮問会議の４議員からもお示しがございました、今吉川

議員からお話がございました２番の土地税制とか、一番 後の２ページでおっし

ゃいました都市再生、規制改革等々の問題がすべて私のところにかかっておりま

すので、この１枚の表をまず見ていただきたいと思います。 

これは総体的なことが書いてありまして、過去にも私が申し上げたこととダブ

っておりますけれども、大事なところをまず申し上げておきたいと思います。こ

の総論のページは、後でゆっくり見ていただいたらわかりますけれども、ページ

をめくっていただいて、先ほど４議員からお話の出ました土地税制についての御

意見をいただきましたので、２ページを見ていただきますと、この間、総務大臣

からもお話がありましたけれども、これは固定資産税、地方財政が難しいから困

るんだという話がありましたのを、一番下の例をもって見ていただいたらわかる

と思います。これは土地税制の見直しをしなきゃいけないというのは、今の石税

制調査会長からのお話もございました。これは固定資産税というものは市町村の

重要な財源であるというお話、一番下に丸い絵がかいてありますが、かつて平成

３年度、地方税というのは市町村税収の39.3％でございましたけれども、現在14

年度は52.4％となり、固定資産税は市町村の財源になっていると。これが問題で、

片山大臣はこの間も私にそれは困るんだとおっしゃいましたけれども、地方が逼
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迫しているからこの税制を見直さないというのは原則に反すると思います。です

から、ぜひこういう場で皆さんで議論し合って変えていかなければならないと思

っています。 

この主財源というものがなぜアンバランスになっているかということでござい

ますけれども、このアンバランスになっているというのは、今全体に全国の商業

地の負担水準、これは全国の平均が56.8％になっているんですね。ところが、大

都市ではこれが65.1％です。そして、この間おっしゃいました市町村、少なくと

も町村では48.0％、それだけ負担率が不公平になっているんですね。ですから、

活性化して、しかも経済効果が上がるということには、大都市の65.1％の負担の

重みを何とか公平にしなきゃいけないというのが、この固定資産税の左側に赤い

部分、８兆円分と書いてございます。これを私たちは何としても活性化するため

には、固定資産税の高止まりになっているというものを見直さなければいけない。

それがこの都市は特にひどい。65.1％と都市は加重になっている。地方は48.0％

だと。せめてこれを全国平均の50％台に平均していって都市の活性化を図るとい

うのが大前提でなければ、この土地の税制というものを変えなければならない。

でなければ、経済効果は上がらないということもぜひ認識を賜りたいと思うのが

１点でございます。 

それからその次に、３ページをめくっていただきたいと思います。先ほども４

議員からの御意見の中にありました。これは土地の証券化という話が、税制と証

券税制等の改善というお話を今吉川議員から御報告がございましたけれども、不

動産の証券化というものが今一番の目玉になって考えられるべきであるというこ

とをぜひ御認識賜りたいと思うんです。それは今３ページの一番左の平成12年度、

この３兆4,000 億円がわずか１年で６兆4,000 億円になっているんですね。 

これはどういうことかといいますと、Ｊリートというのを一般の皆さん方はよ

く御存じないんですけれども、このＪリート（不動産投資法人の証券）という証

券があります。これが大体一口20万円から50万円なんです。特に主婦がこれに目

をつけているというのが一番大きな話なんです。それで、一番右側に不動産投資

信託（ＲＥＩＴ）と書いてあります。12日の新聞を見ていただいたらわかります

けれども、普通の人は日経新聞の右側の証券市場をほとんど見ていないんですね。

今６つ書いてありますけれども、Ｊプライムというのは20万500円です。「2050」

と書いてありますね。利回りは５％から６％で、一番右の端、赤い枠がついてあ

りますね。５から６％までの利回りがあるものは日本の国内ではおよそＪリート

以外にはほとんどないんです。Ｊリートしか。これが一口20万円から50万円で買

えるということで主婦は一番これにとっつきやすい。そしていつでも換金できる

んです。証券会社へ持っていくと、今の５％ぐらいの利回りで現金にできるんで

す。これが一番動くんですけれども、残念ながらネックがございます。 

何がネックか、さっきおっしゃった税制でございます。これを概ね４口以上の

投資証券を保有すると１銘柄10万円の配当を超えるので税金を申告しなければい

けない。ですから、１銘柄10万円と確定申告するというのは奥さん方は嫌がるん

 15




平成 14 年第 30 回 議事録 

です。例を挙げれば１銘柄50万円まで申告しなくてもいいよということになると

４口200 万円まで購入できますね。そうすると、５％の利回りで50万円まで申告

しないで良いということになると、1,000 万円まで購入することができます。し

かも、これは株と同じでインターネットで売買できるんです。ですから、奥様方

が今どれが一番利率がいいかなと思って見るのがこのＪリートなんです。これは

一番伸びるという可能性があります。Ｊリートというのはもともと国交省と金融

庁が一緒になってつくったものなんです。これが一番伸びる可能性がある。日本

中探したって５％から６％の利率のあるものなんてほかに例がありません。です

から、奥様方が10万円から、あるいは20万円１口、50万円１口というのに目を持

っていきやすいということで、私は主婦をねらってこれを宣伝しましょうという

ことを今言っています。ただし、この税率を緩和していただかなければ、１口10

万円で銘柄で申告しろなんて言われたら、これは伸びません。それもぜひお願い

したいと思います。 

それから、急いでいますから次に行きます。 

都市再生です。問題があります。都市再生とか、特区とか、言葉はいいことで

すけれども、実際にできるかできないかということを申し上げたいと思います。

この左側、何ができないか、地籍です。いつか私、ここで申し上げましたけれど

も、まるで地籍調査が日本では進んでいない。そして今、丸を入れてありますけ

れども、小泉総理には申しわけないけれども、小泉総理の御実家、地籍調査でき

ていません。もし、するとなったら、この公図がありますけれども、右側に「公

図」と書いてありますね。このようになっていて、小泉総理の御実家はこの地籍

調査ができていないから、もし売買するとなったら問題が起こります。右側のＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄと書いてあるところが反対だとおっしゃったら、これは大問題になり

ます。それくらい日本の地籍はできていないんです。その地籍調査をすることに

よって、少なくとも山手線の中、5,600ヘクタール、これをやるとなると165億円

要るんです。けれども、そのために我々は手を貸そうと思っていますが、これを

調査する職員が少ない。しかも、みんな反対するとか、暴力団が出てくるからや

りたくない。こういうことで難しいので、少なくとも私たちはお手伝いをしよう

ということで、都市再生本部の御意見もこれありということで、都市の再生の緊

急整備地域を決めて、この地籍調査を重点的にやってしまおう。そうすることに

よって都市再生というものと、特区もこれができていないとできないんです。で

すから、この地籍調査というものを大至急で、私たちはこれをお手伝いしながら

やっていきたい。そしてこの資金も、７兆円の投資で20兆円の効果を上げるとい

っても、この基本ができていないとできないということですので、ぜひこれはや

っていきたいというので、市町村の協力がなければいけませんので、総務省から

もぜひしていただいて、お手伝いしますから。 

それから一番 後、もう時間ですから、国際的に日本が浮上するか、沈没する

か、私はそのことだけは提案しておきたいと思います。それは４議員からも羽田

にという話も明示していただきましたので、ありがたい幸せだと思っております
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けれども、私は小泉内閣として、公共工事の無駄だとおっしゃることと、国家プ

ロジェクトというものがなくなっているということが元気が出ない証拠だと思い

ます。 

そして一番 後の５ページに表をあらわしましたけれども、空港あるいは環状

道路、それから港湾、電線の地中化、アジアも含めて世界中で日本は地盤沈下し

ています。産業の空洞化とか経済の空洞化でなくて、日本が先進国でいられるか

いられないか、途上国になり下がるのではないかという表が大ざっぱにここに出

ています。どれ一つとってみても先進国足り得る資格を持っているものはありま

せん。ですから、このことで少なくとも総理に指導力を持っていただいて小泉内

閣で国家的なプロジェクトは何をするんだ。本来は飛行場も高速道路もあるいは

鉄道も、これは国家プロジェクトでなくてはならない。公共工事と国家プロジェ

クトを分けなければ、公共工事すべてが悪いというのではなくて元気が出るよう

な、この中の１つでもいいです。道路でもいい、空港でもいい、港湾でもいい。

電線の地中化でもいい。目に見えたもので国際的なレベルになるというものを、

国家プロジェクトとして、これはシーリングの外でもやるんだというぐらいな希

望の持てるものを出していただかなければ元気が出ないということで、ぜひ小泉

総理の発案のもとに、これを国家プロジェクトでやるんだということを国民に示

していただかなければ今の気分は浮上しないと思います。 

それから、民間活力について吉川議員から説明があった。なぜ、民間活力が活

用できないのか。総理に賛成いただいた各省の営繕の一本化、これがなければ活

用できない。ＰＦＩで公共事業に民間が入ろうとしても、建築工事の共通仕様書

を出さなければならない。その中で、各省の営繕の仕様書と国交省の仕様書とで

780項目違う点は国交省の仕様書一本化が図られつつあるが、さらに、各省の営繕

組織の一本化が論じられ、そのスケジュールが示される必要がある。 

（塩川議員） みんな特注になっている。 

（小泉議長） 私は指示を出している。 

（竹中議員） 今日は総理の時間がタイトで間もなく席を立たないといけないのです

が、これは御指摘の方向でとりまとめに、各大臣ぜひともまた御努力をいただき

たいと思います。総理、何かございますでしょうか。 

（小泉議長） 今の御指摘、いろいろ大事な点ばかりですので、これに向かって改革

を進めていきたい。大事な局面に来ておりますので、いわゆる、今までの行財政

改革にプラス金融改革、税制改革、規制改革、歳出改革、これを加速させていく

という方針でやっていきたいと思います。皆さん方の意見を十分斟酌して、今後

15年度予算編成等あるいは15年度税制改革が本格化しますので、より一層この実

現に向けて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

諮問会議は月末まで日程がとれませんので、今日の御指摘を受けまして、官房

長官の方で必要に応じて関係大臣を集めていただきまして、 終的な姿をつくり

たいというふうに思います。よろしゅうございますでしょうか。ありがとうござ
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いました。 

（以 上） 
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