
平成 14 年第 31 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 31  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 10 月 30 日（水）19:45～20:05 

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)総合的な対応策について 

(2)その他 

3．閉会 

（改革案） 

○金融再生プログラム－主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生－

（竹中金融担当大臣提出資料） 

○改革加速のための総合対応策 

○金融再生と改革の加速に向けて（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 	 それでは、ただいまから今年31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。 

○総合的な対応策について
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（竹中議員） それでは、本日の議事でございますが、金融を含む総合的な対応策に

ついてでございます。 

まず、金融の分野の話につきまして、お手元の資料に基づいてご説明させてい

ただきます。もう事前にお話しさせていただいた方もいるかと思いますので、簡

単に申し上げますが、不良債権問題を16年度に終結させるという点を目指して、

ガバナンスの強化、自己資本の見直し、資産査定等について意見を取りまとめて

おります。一部、いろいろ議論がなされました繰延税金資産に関しましては、税

制の問題等々含め、引き続き議論をしていくということにしております。資産査

定等、これを厳しくやることにつきましては、かなりきちんとした案にしたつも

りでございます。 

さらには、産業再生が大変重要であるということに関しましては、改革加速の

ための総合対応策にも関連しますが、今般、全政府を挙げまして、再生機構を設

置するという点が一つの重要なポイントになっていようかと思います。諸施策の

内容につきましては、これまで既にご議論いただいておりますので、改めて説明

は省かせていただきます。 

これに関連しまして、本日、日銀の政策決定会合がございました。速水総裁よ

りご発言がございます。 

（速水議員） 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

思います。こうした認識も踏まえまして、あくまでも我々として 善と判断する

措置をきょう政策決定会合で決定いたしました。 

３つございますが、１つは、日本銀行当座預金残高の目標値を引き上げたこと。

今まで「10兆円から15兆円程度」でございましたけれども、それを「15兆円から

20兆円程度」に引き上げました。 

２つ目は、長期国債の買い入れ。 

今までは月１兆円ペースでありましたのを、長期国債の買い入れを月１兆2,000 

億円ペースに増額いたしました。 

３つ目は、手形買入期間の延長。 

これは日本銀行が銀行に金を貸すのと同じですけれども、銀行から担保をとっ

て手形を買い入れているわけですけれども、手形買い入れの期間を今まで６か月

以内だったのを１年以内に延長することにいたしました。いずれも緩和措置で、

この時期にやることが適当と判断したわけでございます。 

次に、日本銀行による潤沢な資金供給が経済の活性化につながるためには、銀

行の信用仲介機能強化と並んで、資本市場における資金配分機能の向上等が重要

である。そうした観点から、日本銀行は政府による不良債権処理の加速策が企業

金融に及ぼす影響について注視するとともに、企業金融の円滑確保のため、一段

の工夫を講じる余地がないか検討していく方針である。これは、企業金融等につ

いても、なるだけ早い時期に、私どものできることを執行部に検討させておりま

す。 

それから、「経済・物価の将来展望とリスク評価」で４月と10月の年２回、見
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通しを公表するわけでございますが、今回の標準シナリオということでいろいろ

リスクはありますけれども、皆さんの意見が一致しましたのは、 

①本年度下期の景気は、全体としては回復へのはっきりとした動きが見られな

いまま推移する可能性が高い。 

②来年度は海外経済が緩やかに回復することを前提とすれば、景気は上期から

回復に転じると予想される。その場合でも、回復テンポはごく緩やかなものにと

どまる可能性が高い。 

③こうしたもとでは、需給ギャップも縮小しないため、物価は本年度から来年

度にかけても、なお緩やかな下落傾向が続くとみられる。 

こういうことが皆さんの将来への見方でございます。この見方が変わる可能性

が５つのリスク要因ということで、米国をはじめとする海外経済の動向、国内民

間需要の回復力、不良債権処理とその影響、財政改革や財政収支の影響、金融資

本市場の動向ですが、これは皆さんもご存じのとおりです。 

これは年に２回ですけれども、実質ＧＤＰと国内卸売物価、ＣＰＩの３つにつ

いて本年度の見通しと来年度の見通しを政策委員の皆さんから出していただきま

した。 

大勢見通しでは、実質ＧＤＰが、2002年度は＋0.2％～＋0.5％、2003年度は＋

0.4％～＋1.0％。国内卸売物価が、2002年度－0. 8％～－0.7％、2003年度は－0.7％

～－0.4％。ＣＰＩ（除く生鮮）が、2002年度は－0.9％～－0.7％、2003年度は－

0.6％～－0.4％。数字自体はこのように見通されております。 

以上が、きょう決定し、公表したことでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

有識者議員から資料の提出がございます。 

（吉川議員） それでは、私からご説明いたします。 

お手元に『金融再生と改革の加速に向けて』というペーパーがございます。先

ほど竹中大臣からご説明がありました不良債権問題を終結させることを目指した

「金融再生プログラム」と「改革加速のための総合対応策」が取りまとめられた

わけですが、これを機会に我々民間議員として考えを述べさせていただきたいと

思います。 

お手元の紙にありますとおり、我々、つとに「金融システム改革」「税制改革」

「規制改革」「歳出改革」、これが経済政策の４本の柱であるということを申し

上げてきました。本日の総合対応策がこの４本の柱の改革をさらに加速化してい

くための一つの重要なステップになると期待しております。 

不良債権処理の加速により、経済には一時的に下振れ圧力が強まる可能性もご

ざいます。こうした影響を克服して、平成16年度までの２年半の間に不良債権問

題を終結させるためには、構造改革を通じて経済再生を実現するあらゆる努力を

尽くす必要がある。このためには、内容を十分に吟味した上で、補正予算の検討

を含め、柔軟かつ大胆に対応していく細心の経済運営が求められると私どもは考

えております。 
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４つの柱でありますが、第１に「金融システムの改革」ということであります。 

本日取りまとめられた「金融再生プログラム」につきましては、これまで我々

が「かくあるべし」と主張してきた基本的な方向に沿ったものであると考え、我々

はこれを高く評価するものであります。それが一番重要なメッセージであります

が、ただし、今後、「金融再生プログラム」の実施にあたっては、この決定を基

本にして、さらに具体化することが重要である。また、その具体的な対応にあた

っては、金融財政情勢を十分に踏まえ、きめ細やかな政策展開を行うことが不可

欠である。 

また、不良債権処理の加速に伴っては、先ほども申し上げましたとおり、それ

に伴って生じる問題に万全の備えを準備すべきである。例えば、信用収縮の発生

の可能性に対しては、これを十分にカバーできる信用供与策を講じる。その場合

には、政策金融が適切な役割を果たす必要がある。また、健全な民間金融機関が

積極的に業務を拡大することを促進することも重要であります。 

失業の増加の可能性に対しては、当然、セーフティネットの構築と雇用創出効

果の高い諸政策を重点的に推進する必要がございます。雇用対策としては、新し

い雇用の創出というのが、王道といいますか、究極の政策でありますから、いわ

ゆるセーフティネットとともに新しい雇用を創出するような政策も強化する必要

があると思います。この点では、後ほど申し上げる特区といったものも一つの重

要な政策だと私どもは考えております。 

２ページ目に移ります。今回の総合対応策にも盛り込まれていますが、産業再

生、企業再生のための新たな仕組みが迅速に効果を発揮するよう、全力を挙げる

ことが重要である。このためには政府、具体的には金融庁、財務省、経済産業省

等でありますが、それらと日銀が一体となって、強力かつ総合的に取り組むべき

必要があります。 

２番目に、「税制改革」でありますが、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、目途としては2.5兆円を超えるような先行減税を実施す

る必要があると考えております。 

また、税制改革においては、法人の税負担軽減を通じた企業活動の活発化、土

地、証券等の資産取引の活性化等を目指す。また、不良債権処理の加速に合わせ

て、不良債権の無税償却基準の緩和や欠損金の繰越期間の延長及び繰戻しの凍結

解除と期間延長を行うということも考えられるべきである。 

「３.規制改革」。この点につきましては、官製市場、例えば医療、教育、農業

等でありますが、こうした分野での民間開放など、雇用創出効果、需要創出効果

の高い分野を中心に規制改革を強力に推進する必要がある。先ほども申しました

が、究極の雇用対策というのは、新しい雇用を生み出すということでありますか

ら、こうした規制改革が必要であると考えます。 

また、これと関連しますが、構造改革特区の早期実施と内容の一層の充実強化

ということも図る必要があります。 

後に、４番目、「歳出改革」でありますが、都市再生をはじめ、雇用創出効
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果や民間需要創出効果の高い歳出へのシフトを強力に進める。予算の中身の見直

しというのは、限られた政策手段の中で、特に重要な政策だと、これは繰り返し、

私ども申し上げていることだと思います。 

また、これも繰り返しになりますが、雇用、中小企業に対するセーフティネッ

トの充実を図る。 

全体として、今般、決定された「金融再生プログラム」及び「改革加速のため

の総合対応策」を強力に推進するとともに、引き続き必要な措置について検討を

進める必要がある。そのために、政府・日銀が一体となって、強力かつ総合的に

取り組むべきである。こうした取組によって、雇用と民間需要の創出に向けてＧ

ＤＰの１％程度の経済効果を早急に実現することが必要であると考えます。 

本日の総合対応策、何といっても「金融再生プログラム」が非常に重要なポイ

ントだと思いますが、この点につきましては、私どもは先ほども申し上げました

とおり、我々が「かくあるべし」とつとに主張してきた方向に基本的に沿うもの

であって、我々は大変高く評価しております。このことが小泉内閣としての構造

改革加速の大きなステップになると我々は期待しております。 

その点と関連しまして、一番 後に書いてありますが、政府は「改革加速のた

めの総合対応策」について、明快かつ十分な説明を国民に対して行い、国民が明

確な将来展望を描けるよう努力すべきであると考えます。こういう目的のために、

こういう改革をしている。本日発表されたこのプログラムによって、そうした方

向への改革のなぜそれが第一歩になるのかということを、わかりやすく説明して

いただく必要があると考えます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

本日は30分の短い会議を予定しております。特にご発言等ございましたら、お

願いします。本間議員。 

（本間議員） 特区法案がまもなく国会に提出されようとしておりますので、特区法

案について、この総合的な対応策との関連におきまして言及しておきたいと思い

ます。 

現在の法案は、私、実質的な効果を上げる上で問題点がまだ残っているのでは

ないかという気が強くいたしております。それは、自治体の特区計画を総理が認

定することになっておりますが、その前段階で各大臣が同意することが条件とさ

れるなど、手続が厳しく規定されておりまして、これがあまり強くなりますと、

必ずしもトップダウン的に、かつ地方の活性化に役立つ形でワークしないのでは

ないかと懸念されますので、その点、関係大臣の同意を得る際には、自治体が特

例規定に該当するものとして申請した事項については、関係大臣は実質的な審査

を行わないというようなことまで、私は基本方針に付け加える必要もあるのでは

ないかと今思っておるわけであります。 

特区についてはいろいろ自治体等から要望があるわけですけれども、各役所か

ら現行規定により対応可能という回答件数が311件に達しております。しかし、こ

れは実際の運用上は、かなり厳しい制約を課すにもかかわらず対応可能だと回答
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されるケースが多いわけでありまして、この点について、今後とも特区推進室や

総合規制改革会議で精査して、再検討をしていただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、これを第１段階として、第２段階はまた応募してい

ただく形になっておりますので、その実施における問題点をクリアしながら、ぜ

ひ積極的に雇用の受け皿あるいは地方活性化のために特区構想を実効あるものに

これから仕上げていっていただきたいというふうに思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（塩川議員） それに関連して。 

（竹中議員） どうぞ。 

（塩川議員） 特区については私どもの方でも検討しまして、できるものは７項目ほ

どやったんです、緩めてみたんです。その他のことはちょっと、例えば消費税の

選択を自由にしろとか、酒の免許を勝手にさせてくれとか、ちょっとできないで

す。 

項目が四百何ありましたね。先生方で、一回、中を見てもらって、これ、再検

討しろということを指示してもらった方がやりやすいんじゃないでしょうか。そ

うしたら、もう一回、ふるいがかかってくると思うんですが、そうしてもらった

ら。 

私も随分目を通しましたけれども、思いつきみたいなものが随分出てきておる

んですね。私のところは、全部、だめだという理由を申請者に出しました。こう

いう理由でできないと。酒なんか免許をおろしたら、酒税がとれなくなってしま

うと、そういうので出しましたから。 

一回やってもらったらどうですか。 

（竹中議員） 担当大臣とご相談をしながら進め方を考えます。明日からまた集中審

議もございますし、必要に応じてその場でもご議論をいただきたいと思います。 

ちょっと事務的な連絡でありますが、「総合的な対応策」の中の税制の部分が

一部変更になり、書類が間に合いませんので、これは暫定版だというご理解でお

願い申し上げます。 

お手元には総理大臣の談話も配らせていただいております。 

時間でございますので、よろしければ、総理、 後に一言お願いいたします。 

（小泉議長） いろいろご苦労いただきました。竹中大臣、各方面に配慮をしていた

だき、精力的に意見収集、調整をしていただいたおかげで、こういう案にまとま

ることができました。もとより、16年度中に不良債権問題を終結させるというこ

とは、構造改革に資するためにやっているわけでありまして、そのためのいろい

ろな施策をいろいろな各方面から意見を聞いて、今日のような総合的な取りまと

めになったのだと思います。 

これから、「金融システム改革」「税制改革」「規制改革」「歳出改革」、い

よいよ確固たる軌道に乗せていかなければなりませんので、よろしくまた格段の

ご協力をお願いしたいと思います。これは金融庁とか竹中大臣だけではなく、政

府、与党一体となって仕上げていかなければならない問題です。また、日本銀行
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も一体となって取り組むと表明しておりますように、総がかりでやらなければな

らない問題でもありますので、よろしくご協力のほどお願いします。ご苦労さま

でした。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、以上で今日の会議を終了させていただきます。繰り返しになります

が、一部差し替えがございます。また、総理大臣談話も一部それに合わせて修正

があるようでございますけれども、取扱いを注意いただきたいと思います。この

会議の終了後、これを公表することになっております。ありがとうございました。 

（以 上） 
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