
平成 14 年第 38 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 38  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 11 月 29 日（金）17:30～19:10 

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 

島田 晴雄 内閣府特命顧問 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)平成 15 年度予算編成の基本方針について 

(2)「金融再生プログラム」作業工程表等について 

(3)経済活性化戦略の推進について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第５号について 

○平成 15 年度予算編成の基本方針 

○制度・政策改革集中審議の「予算編成の基本方針」への反映について 

○15 年度税制改正のあり方と今後の課題について（有識者議員提出資料） 

○15 年度予算編成の 終プロセスにおける課題（有識者議員提出資料） 

○「金融再生プログラム」作業工程表（竹中金融担当大臣提出資料） 
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○証券市場を巡る諸情勢（株式を中心として）（竹中金融担当大臣提出資料） 

○生活産業創出研究会報告書（案）（島田内閣府特命顧問提出資料） 

○経済活性化戦略の実施状況及び今後の取り組み 

○経済活性化戦略のフォローアップ結果について（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第38回目の経済財政諮問会議を開催させ

ていただきます。本日はお忙しいところありがとうございます。 

本日は３つのテーマがございます。第１は、「平成15年度予算編成の基本方針」

につきまして、これは諮問・答申を行いたいと思っております。第２のテーマは、

「金融再生プログラム」の作業工程表等について御報告をしたいと思います。第

３は、経済活性化戦略の進捗について御審議をいただきます。２と３につきまし

ては、合体して御議論をさせていただきたいと思います。 

なお、経済活性化戦略の進捗の議題に関しましては、島田晴雄内閣府特命顧問

にも後ほど御参加をいただきます。 

○平成15年度予算編成の基本方針について

（竹中議員）それでは、15年度予算編成の基本方針の議題に移りたいと思います。 

まず、「平成15年度予算編成の基本方針」の諮問につきまして、総理大臣から

御発言をお願いいたしたいと思います。 

（小泉議長） 本日は、「平成15年度予算編成の基本方針」の作成を諮問することと

したいと思います。よろしくお願いします。 

（竹中議員） ありがとうございました。なお、総理大臣の諮問文は資料としてお手

元に配布しております。 

では、「平成15年度予算編成の基本方針（案）」について御説明をさせていた

だきます。皆様方の御協力によりまして、お手元の資料のようにとりまとめてお

ります。この方針案につきましては、前回提示の原案に比べまして、まず３ペー

ジでございますけれども、３ページの「『改革断行予算』の継続」の中に政策評

価の結果を活用するといった記述を加えております。これが変更点でございます。

また、10ページの「地方財政」のところでございますが、「三位一体の改革」を

新たに記述しております。その他、ちょっと戻りますが、１ページの「平成14年

度及び平成15年度の我が国経済」、９ページの「雇用保険制度改革等」などにつ

いて所要の修正を加えてとりまとめたものでございます。よろしくお願いしたい

と思います。 

なお、前回も申し上げましたけれども、この方針案のポイントは、８月以降行

ってきました制度・政策改革集中審議、いわゆる大臣イニシアティブであります

けれども、そこで示されたいくつかの大きな政策枠組みの変更が反映されている
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こと、これは本年度の基本方針の大きな特徴であるというふうに思います。 

お手元にこういう資料がございますので、簡単に御説明をさせていただきます。

（坂政策統括官） 「制度・政策改革集中審議の『予算編成の基本方針』への反映に

ついて」という色刷りの資料がお手元にあるかと存じます。それをご覧いただき

たいと思います。 

初の２枚がポンチ絵と申しますか、要約になっておりまして、その後ろの方、

数枚に詳しい資料が付いております。 

ごく簡単に説明させていただきますと、まず、７月19日に総理から、制度・政

策改革集中審議についてという御指示を閣僚懇談会で各閣僚に対してなさってお

られます。そのときの話題と申しますか、主要な話題はピンクのところに出てお

りますが、こういう御指示に基づきまして、各閣僚がこの経済財政諮問会議で８

月及び10月末から11月と２回にわたりまして表明をされたというものが、このピ

ンクのところにその話題が２ページにわたって出ております。それが、この真ん

中の「『予算編成の基本方針』への反映」というところでございますが、これが

「予算編成の基本方針」の文章を抜き書きしたものでございまして、こういう形

で予算編成の基本方針に書いてあるということでございます。一番右側は、それ

を具体的にこれからどうなるかというのが、このオレンジ色のマークで書いてあ

るということでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） 基本方針に関しまして、民間議員から資料が提出されておりますので、

これは吉川議員よろしくお願いします。 

（吉川議員） それでは、お手元の１枚紙、「15年度予算編成の 終プロセスにおけ

る課題」という紙を私の方から説明させていただきます。 

   15年度予算、これは８月にこの諮問会議で「15年度予算の全体像」というのを

初めて作り、それに基づいて、集中審議もここで行い、また要求、要望に関して

は、メリハリを付けるという観点から２割増を認めた。色んな意味で工夫がなさ

れたと思います。そうして、今日は、「予算編成の基本方針」という案が提出さ

れている訳ですが、我々民間議員としては、これから数週間かけて、なお一層い

くつかの点について予算編成の透明化を図る必要があるのではないかということ

でお手元の紙に挙げさせていただいております。 

１つは、基本方針が示されている訳ですが、予算の歳出総額、また予算のいく

つかの重要事項、例えば、国庫補助負担金の削減、こうしたものについては財務

大臣から諮問会議の場において報告、あるいは説明いただけないだろうか、こう

いうことを考えております。この諮問会議というのは、言うまでもないことです

が、経済と財政の重要事項について審議調査をするというのが法律で言われてい

ることであります。予算は言うまでもなく財政の中で も重要な事項の１つだと

思います。この中身をできるだけ良いものにしたいというのが我々の考えである

ということです。今日ここで基本方針が了承されると思いますが、これから数週

間の間に予算の政府原案ができ上がる訳ですから、その途中で重要な点、繰返し
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ですが、歳出の総額であるとか、あるいは国と地方の関係であるとか集中審議で

行った事項について、この場で財務大臣から御説明いただきたい。 

日程も限られていますから具体的に言いますと、次回が５日、その次が12月13

日になるかと思います。例えばですが、12月13日といったような時点で御説明い

ただければと考えております。 

２番目も、これはもう既に申し上げましたが、重点配分ということで２割増の

要求要望を認めた訳ですから、どのような意味でメリハリが付いているのか、せ

っかく新しい試みをされた訳ですから、どういう形で新しい試みが生かされたの

か、これもこの場で御説明いただいて、やがては国民に今年の予算は今までと比

べてこういう形で良い予算になったということを是非とも説明していただけたら

と思います。こういうことを活かして総理主導のトップダウンの予算編成という

ものを 終的に国民に是非分かり易く説明していただきたいということでありま

す。 

私からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（塩川議員） 今、吉川先生に……。 

（竹中議員） もう一つペーパーがありますので、財務大臣、まとめて後ほどお願い

申し上げます。 

それでは、牛尾議員からお願いいたします。 

（牛尾議員） 予算に引き続いて、ここにあります「15年度税制改正のあり方と今後

の課題について」というのが、発言する機会が 後になりますので、要望も含め

て申し上げたいと思います。 

予算についても、今、吉川先生からお話がありましたように、今日の予算編成

のプロセスというのは、一般の人が見ると何を書いてあるか全然分からないので、

やはり塩川さんの口から、例えば、48兆1,000億円がどこまで下がるのか、どうい

うものをどうしたのかということが、あんまり早く言うとまた党が反対するかも

しれません。そこは上手に、しかし国民には分かるようにポイントを言う必要が

ある。 

税に関しても、やや今更ということもあるかもしれませんけれども、15年度の

税制改正は、「包括的かつ抜本的な税制改革」に相応しいものでなければいけな

い。新聞だけ読んでおりますと、色んな個別のことが党との間で論争ばかりされ

ていて流れが見えないと思います。不良債権処理に伴う困難を克服するためには、

補正予算と先行減税を通じて、構造改革を目指した経済活性化に向けた明確なメ

ッセージを国内外に伝えることが極めて重要でありますので、今後、政府・与党

が協力して、「１兆超のできる限りの規模」から更に踏み込んだ十分な規模の先

行減税。民間議員は前から2.5兆円と言っておりますが、それを15年度に実施され

ることを希望したい。 

   15年度に実施すべき税制改正は、政府税調からは問題点が出ましたが、今、党

税調の方で色々議論されているようですが、重ねて民間議員として申しますと、
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企業活動の活性化のための減税は法人実効税率の引下げ、連結付加税の廃止、研

究開発やＩＴ等を促進する減税を是非明確にしたい。 

土地有効活用のためには、登録免許税、不動産取得税の大幅な軽減を考えたい。 

証券投資、特に、証券市場の株価というのは非常に大事でありますので、証券

投資への分かり易い優遇措置ということで、株式譲渡税・配当・株式投資に対す

る課税を税率10％で国・地方合わせて統一をするとか、特定口座による納税（源

泉徴収）を地方税にも適用する。 

また、高齢者の資産をスムーズに継承する消費喚起ということで、家族に対す

る生前贈与の非課税枠を大幅に拡大することと、住宅贈与特例の非課税限度額の

引上げ等々。 

また、不良債権処理を行い易くするための時限措置として、不良債権処理の無

税償却基準の緩和等も必要であります。 

特に、証券税制は重要で、新聞等を見ますと、かなり党税調でも積極的に進ん

でいるようでありますけれども、是非、 終段階で必ず小骨が付いて使い難くな

る場合が多いので、小骨を付けない使い勝手の良いもので税制を設計して欲しい

ということを敢えて申し上げたい。ここで決まったのにちょっと骨が付くだけで

みんなが使わなくなるので、小骨の付かないものにしたい。 

今後の日本経済にとって、法人課税の実効税率の引下げは不可欠で、特に、政

府税調の答申では、「既に先進国並みの水準」であり「税率引下げを行うことは

適当ではない」という指摘がありましたが、その現状認識は事実と異なっており

ます。また、政策判断においても我々の認識とは相違があって、世界は、そうい

う意味では大きく変わりつつある。15年度税制改革をスタートとして、法人課税

の実効税率の引下げを今後も積極的に議論をして欲しいと思います。 

日本企業の国際競争力が非常に落ちてきている。また、エンジンとなる部分の

優れた日本の企業が日本経済を引っ張ることは事実であるし、世界は恐らくこれ

から法人減税の方向の流れが始まるだろうという認識を我々は持っておる訳であ

ります。 

15年度の先行減税は、経済活性化の観点から、「１兆円超のできる限りの規模」

から更に充実させて、2.5兆円を目途に十分な規模をとるよう努力をする必要があ

りますが、その財源については、多年度税収中立を原則とするが、先行減税の効

果を減殺することのないよう、柔軟な発想で対応する必要があるだろう。 

後に、15年度は、経済活性化を 重要課題として税制改正を行いますが、来

年以降も経済活力の再生を目指して次のような検討を引き続き行い、「包括的か

つ抜本的な税制改革」を引き続き着実に実行する必要がある。 

４つありまして、①“広く薄く簡素に”の観点から、所得税・住民税、そして

新たに消費税の問題も込めて包括的に改革をする。②は、地方分権に向けた国と

地方の税源配分。③持続可能な社会保障制度のための財源検討。④納得のできる

税制のための納税・徴税システムの整備が必要であります。 

本年の議論では、将来の消費税率が抜けておりましたけれども、やはり消費税
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についても来年はかなりしっかりと改革の中に位置付けをして国民に対して誠実

な議論をする必要があるのではないかと思います。 

後に、今後の受益と負担の観点から、租税負担と社会保険料負担の一体的、

総合的な検討が不可欠であります。これに更に財政赤字を入れて、行政サービス

負担額が決まる訳でありますけれども、経済財政諮問会議においては、横断的・

中長期的な視野も考慮に入れながら、国民に分かり易い行政サービス負担。繰り

返しますが、租税負担と社会保険料負担と財政赤字を一体的にどういうふうにし

ていくかということの選択肢を明示する必要があると思います。 

以上であります。 

（竹中議員） それでは、予算編成の基本的な方針につきまして、御議論いただきた

いと思います。塩川大臣どうぞ。 

（塩川議員） 今、総理から基本方針の諮問がございましたので、これは予算編成作

業の指針としたいと思っております。これに則りましてやっていきたいと思って

おります。 

今、吉川先生の仰ることですね。13日ごろに大体どのぐらいの規模になってい

るかという概略は説明いたすようにしたいと思っております。それと同時に、去

年の例から言って、時々この会議で、こんな問題は今どんな審議になっているの

か、原局からの要求状態はどうなんだということを言っていただいて、こっちが

答えるということをしないと、いちいち、「あれはこうで、こうなって」という

のでは、予算編成権の問題もあるし、そんなことをしてしまうと各省が怒ってし

まいますので、公示前に中身を、数字を細かく言うんじゃなしに、大体考え方で

どんな状態になっているかという推移ですね、推移を説明させてもらう。「こん

なのはどうだ」ということを項目で出していただいたら、私の方はピックアップ

して持ち込んできて一緒に考えてもらう。私どもも困っているものがたくさんあ

りますから。 

（牛尾議員） 次々回以降か。 

（塩川議員） そうそう。そういう具合にしてもらったらいいと思っております。そ

のときには、まだ具体的な数字は出ません。去年はその問題があったのでね。 

それから、もう一つ税制の問題だけれども、非常に公正な先生方が４人いてい

ただいているのに、増税のことは一つも触れておられない。 

（牛尾議員） 消費税。 

（塩川議員） 違う、違う。２枚目の２番のところで、「多年度税収中立を原則とす

るが」と、これだけしか書いておられない。こんなのはちょっと財政とのバラン

スをとれとか、権威ある皆さんに言っておいてもらわないと。党ではこちらだけ

が頑張っているんですよね。なかなかこれが党でやかましい、減税を先行せいと

いうから。 

（本間議員） 「５.」番のところに、その気分を入れております。 

（塩川議員） 気分だけじゃだめだ。 

（本間議員） 活性化の部門のところに共通して書いております。 

6




平成 14 年第 38 回 議事録 

（塩川議員） これは租税負担の話だけでなく、諮問会議からも財政の秩序を保って

ということを一言、このバランスはどんどんとっていきますから、これはやかま

しく言っておいてもらわないと。 

（牛尾議員） 消費税の議論もこれからしろと付け加えます。 

（塩川議員） 今、僕のところと山中さんところがわあわあ言っている。あとはみん

な減税や。これは弱っておるんですよ。 

それから、たくさん項目が出てきていますけれども、大体これは仰る意見のと

おりなんですけれども、しかし、この中で当てにしてもらったら困るのは、法人

実効税率を引き下げる。これはあきまへんで。それから、不良債権処理を行うた

めの時限措置。これを早くやれと、こんなのを言ったって時間が間に合わんがな。 

（牛尾議員） 15年をスタートとして引き続き議論をして欲しいと言っているんです。

（塩川議員） それから２ページの４番目のところ、“広く薄く簡素に”というとこ

ろ。「薄く」はもう要らん。空洞化を埋めなければならんのだから。そこで今、

私が言っているのは“広く簡素に公平に”というやつなんです。それに統一して

おいてくれませんか。それでやるということでやりますので。恒久的減税という

のはなかなか難しい。引き続いてやりますから。 

（牛尾議員） よろしゅうに。 

（塩川議員） やります。 

（牛尾議員） こういう希望があった方がやりやすいと。 

（塩川議員） そうそう。財政の秩序は大変ということは言ってもらわないと、諮問

会議では何も言っていないじゃないかと。 

（牛尾議員） つい活性化の方に力が入っています。 

（竹中議員） ありがとうございました。平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） それでは、私から３点申し上げさせていただきます。 

ちょっと繰り返しになりますけれども、15年度の予算につきましては、当然の

ことですけれども、歳出抑制に努める一方で、経済の先行きが非常に厳しい訳で

ございまして、民間活力による経済成長を図っていくためには、公需の減少を民

需でカバーしていく、こういう観点からメリハリのある、そういう予算とするこ

と。これは重々皆さん御認識でしょうけれども、敢えて言わせていただきます。 

それから、民間議員の方々とまた同じ意見でございますけれども、需要不足に

起因するデフレの圧力に対応するためには、やはり先行減税を極力大きなものに

する必要があると思います。内容については、私どもとしては、需要創出でござ

いますとか、競争力強化の観点から研究開発でありますとか、ＩＴ投資減税です

とか、それから今、大変苦労を背負っております中小企業の活性化減税、それか

ら民間議員のペーパーにもありましたけれども、資産デフレ対策の観点から土

地・株、こういったいわゆる資産課税の低減、こういったことも私は中心に置く

べきだと思っております。 

それから、これも繰り返しで恐縮ですけれども、３番目に今後の景気の急激な

腰折れの有無というのを、年明けから顕在化する不良債権処理、この加速化の影
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響でございますとか、イラク問題とか、米国経済の影響が鍵を握ってくると思い

ます。こういう下方リスク、こういうものが大きいものであれば、それに応じて、

総理がいつも言っておられますけれども、柔軟かつ大胆に新たな対応を考える、

このことも念頭に入れなければならない。 

以上、３点を申し上げます。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。片山大臣。 

（片山議員） 税制で御提言を有識者議員からいただいたのですが、地方税の関係で

若干申し上げますと、土地の有効活用のために国税である登録免許税の軽減が言

われておりますが、不動産取得税は府県税です。そこで、これを軽減するという

議論は確かにあるのですが、地方側からしてみると、景気対策は国の仕事なのに

我々の財源を勝手に軽減する、大幅に軽減するのはいかがなものかという意見で

す。軽減するなら補てんが必要だという議論ですから、この辺をどう考えるか。 

それから証券投資税制の２つ目ですが、「特定口座による納税（源泉徴収）を

地方税にも適用」、これは１つの意見です。これを簡単にしないと、なかなか証

券投資が促進されないので、私は地方税に適用するのは良いと思いますが、これ

は、府県にやらせないとしょうがない。そうなると仕組みを作らないといけない。

その仕組みを作るのは少し時間がかかると思います。方向としては結構ですので、

よろしくお願いいたしたいと思います。一番大きい課題である税源移譲がありま

せん。権威ある経済財政諮問会議に税源移譲をどこかで言っておいていただかな

いと。 

（塩川議員） これは仮の提言や。 

（本間議員） 「４.②」のところで「地方分権に向けた国と地方の税源配分」と書い

てあります。 

（片山議員） 有識者議員にしては及び腰風の表現で、言葉はありますが、意図が定

かでございません。それをきちんと言っていただくのが三位一体の改革でござい

ますので、よろしくお願いします。 

それから2.5兆円ですか。これは大議論です。 

それからＩＴ減税の方は、これは是非大幅にやっていただきたい。ハードだけ

でなくて、今までハードだけですからソフトをやっていただくことが必要だと思

います。これは効果があります。是非、この減税をお願いします。 

（本間議員） 簡単に２点ばかり申し上げたいと思います。 

１つは、これは御苦労して「15年度予算編成の基本方針」を作り上げていただ

いた訳ですけれども、何分、背景も含めて複雑になっておりまして、分かり難い

ということを正直に申し上げなければならないと思います。そこで小泉構造改革

の方向性が来年度予算に反映しているということを分かり易いメッセージの形で、

別途国民に説明するような工夫をしていただけないかというのが第１点です。 

（塩川議員） 簡単にやってもらわないと、「改革と展望」だとか「骨太方針」、な

かなか国民に読めといったって、あんなの読みやしない。これはさっきの提案の

もので良かったのではないか。カラーを入れてね。ああいうものを出してもらっ
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たら良いな。 

（本間議員） それからもう一点は、今年は「改革と展望」を策定して、「基本方針

2002」を作りました。また、今度は「改革と展望」をローリングして、さらに、

また「基本方針2003」になると思いますけれども、そういうものを作りながら、

政府の施策全体を整合的に進めていくというプロセスがかなり定着化していくと

いう意味では前進したと思います。しかし、何分やはり予算編成の手法をもう一

度根本に遡って全体を議論してみる機会も必要ではないかと思います。これは各

国が新しい行政手法の導入ということで色々工夫した部分もございますので、そ

の辺も我々勉強して、参考にしながら、来年度は少し体系的にこの諮問会議の場

でも、あるいは、それに関係する諸機関においても検討を深めて、行政の効率化

に向けてのシステム改革に取り組んでいただければという具合に思います。 

（塩川議員） ちょっとそれは私、異議があります。といいますのは、今まで予算を

景気対策のみに重点を置いて考え過ぎておった。それも大事ですよ。大事ですけ

れども、予算は予算です。だから、私は今度の補正予算は、仰るように党の意見

も聞いて入れようと。しかし、当初予算は８月に決めた概算要求のときにあれだ

け議論して決めた。これは財政的立場に立って決めたんだから、これは守っても

らいたいと。あとの景気対策の部分はどうするかということは別にしてもらわな

いと、予算と景気対策とごっちゃごっちゃになる。だから御都合主義になってし

まう。そうすると説明しにくくなるんですよね。 

（本間議員） 私は今の段階というよりも、むしろ、もう少し構造的な問題に時間を

かけながら、予算編成全体の効率化に向けての検討というものを深めてみてはど

うかということで、今年の補正、あるいは来年度予算の問題ではございません。 

（島田内閣府特命顧問 入室） 

（竹中議員） よろしゅうございますか。奥田議員。 

（奥田議員） 民間議員のペーパーの③番の「証券投資への分かり易い優遇措置を」

ですけれども、「課税を税率10％に統一」と、こういうふうに書いてあって、こ

れは簡単で非常に良いんですが、この裏に、私が聞いた話だと、損をしたときに

は面倒を見てもらえるという話を聞いたんですけれども、それはそうなんですか。

儲けたときには10％で、損をしたときには、それは……。 

（塩川議員） 特定口座で対応をやりまっせ。 

（奥田議員） 面倒を見てくれる訳ですか。 

（塩川議員） そうそう。特定口座で……。 

（奥田議員） 特定口座でやるから相殺して。 

（塩川議員） それが総合所得では駄目なんです。株や証券のときは差引計算する。

これだったら得ですよ。 

（奥田議員） いやいや、私はやり過ぎじゃないかなと。株なんかをやる人は損する

のは当たり前だと思っているので、利益に10％、確かに面倒見てやるのは良いで

すけれども、損したやつを面倒見てくれるという話になれば、結局、株式投資し

た人は全然損はしないと。 
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（竹中議員） それは「面倒を見る」の意味が、ちょっと違う。 

（塩川議員） だから株が動くんでしょう。 

（本間議員） 「面倒を見る」という言葉ですが、譲渡益から譲渡損を引いてネット

でプラスであれば10％で課税をすると、こういうことになります。 

（奥田議員） 損金を認めてくれるということでしょう。損した分について差っ引く

ということで。 

（本間議員） 戻してくれる形にはなりません。 

（奥田議員） 何かここらがやり過ぎみたいな。 

（片山議員） これは今20％です。10％ではありません。 

（塩川議員） 先生方は10％要求されるんだから、これは言っておきますけれども、

私のところで今出しているのは20％です。 

（竹中議員） 後ほど証券税制、証券市場活性化の話で、これはちょっとまた出てま

いりますので、そのときにもまた御議論いただきたいと思います。 

予算編成の基本方針に関しましては、特によろしゅうございますでしょうか。 

（「結構です」と声あり） 

（竹中議員） それでは、今の御議論を踏まえまして、強力に予算編成を進めていっ

ていただきたいと思いますが、この基本方針案を経済財政諮問会議の答申として

決定させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございます。では、ここでプレスが入場いたしますので、

しばらくお待ちをいただきたいと思います。 

（報道関係者 入室） 

（竹中議員） それでは、先ほど総理に「平成15年度予算編成の基本方針」が答申さ

れましたので、総理から御挨拶をお願いいたします。 

（小泉議長） 精力的な御審議ありがとうございました。「平成15年度予算編成の基

本方針」の答申という成果を挙げていただいた皆様方の御努力に厚く感謝申し上

げます。 

本日決定された「平成15年度予算編成の基本方針」は、「改革なくして成長な

し」との考え方の下、「改革断行予算」を実現するための基本だと思います。早

急に閣議決定し、政府の基本方針として予算編成作業を進めてまいりたいと思い

ます。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。なお、本方針につきましては、諮問会議終

了後に閣議決定をする予定でございます。 

（報道関係者 退室） 

○「金融再生プログラム」作業工程表等及び経済活性化戦略の推進について

（竹中議員） それでは続きまして、「金融再生プログラム」作業工程表等の議題に

移りたいと思います。 

   10月30日にとりまとめました「金融再生プログラム」におきまして、11月を目
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途に作業工程表を作成することとしましたが、このたび別添のとおりとりまとめ

ましたので、事務局より報告をさせていただきたいと思います。 

（五味金融庁監督局長） 御報告申し上げます。金融庁監督局長でございます。資料

は竹中大臣の提出資料、「『金融再生プログラム』作業工程表」でございます。 

この工程表は、資料の大きいＡ４の横長いですね、これが工程表でございます。

もう一つその下に付いておりますのは参考でございますが、この位置付けは10月

30日に出ました「金融再生プログラム」のうち、主だった約８割の重要なものに

つきまして、この横長の工程表に時系列で分かり易いように整理をしてあるとい

うものであります。参考に付けてありますのは、「金融再生プログラム」の項目

立てに沿いまして、すべての項目を網羅してそのスケジュールが右側に記してあ

るという性格のものでございます。 

御説明は、大判の作業工程表で申し上げます。 

工程表左に、縦の列に１から４まで項目が整理してあります。これが「金融再

生プログラム」における４つの項目立てでございます。それに対して上の行、横

軸は時系列を示しております。本日までに既に実施したもの、あるいは検討が開

始されたものなどがここに記述されます。同様に年内、すなわち来月中に同様の

対応をするものを中段に、それから一番右には年度内に同様の対応をするものを

整理しております。この中には、15年３月期決算に関連して対応するといった措

置も含まれております。 

初めに、一番左の「１．新しい金融システムの枠組み」というものであります。

不良債権処理を加速いたしますと、それに伴う色々な歪、軋みが起こってまいり

ますが、そういう点に対する手当というものを定めた、記述した部分についての

対応でございます。 

１つは「中小企業金融」でございます。この点につきましては、ご覧いただく

と分かりますように、再生プログラムで予定されましたものの大宗は既に10月中

に手を打っております。 

一例を挙げさせていただきますと、例えば、上から２つ目でございますが、中

小企業再生をサポートする仕組みの整備ということで、ＲＣＣの信託機能を活用

いたしまして、債務者区分が破綻懸念先になっていてもキャッシュフローがある

といったようなものをＲＣＣの信託の機能を使いまして、銀行のサポートを続け

ながら再生の可能性を追求する。このスキームにつきましては、11月22日にこれ

を確定いたしまして発表させていただいております。 

また、その下にございますが、「貸し渋り・貸し剥がし」関係では、ホットラ

インを金融庁並びに各財務局に設けまして、ファックス、ｅメール等で受付をい

たします。現時点までで約240 件ほどの申出がございまして、これを現在情報と

しての整理・分析の体制を敷いて、これを分析しているということでございます。

これは右の欄にまいりまして、12月以降はここで得ました情報を、検査あるいは

個別の監督の中で活用し、適切な措置をとっていくということでございます。 

なお、中小企業関係では一番右の欄、「年度内に対応」のところに中小企業貸
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出計画未達先に対する業務改善命令の発出ということが記述してございます。公

的資金注入行におきましては、経営健全化計画の中に中小企業向けの貸出を増加

させるという計画を入れる必要がございますが、これが達成できなかったといっ

たようなものにつきましては、その内容にもよりますが、業務改善命令を発出し

て是正を促すということでございます。これは３月期の決算を待って確認をした

上でということになります。 

その下、「特別支援」。これは不良債権を処理していきます過程で経営難に陥

るような銀行があった場合の措置でございます。日銀特融、あるいは預金保険法

第102条による資本注入などを果敢に行っていくということでありまして、そうし

た意味で枠組みを即時適用する準備ができております。 

なお、その右の「年内に対応」の部分の２つ目でございますが、新しい公的資

金制度の検討開始、これはプログラムで現在の制度以外に迅速に公的資金を注入

できるような制度が必要であるかどうか、そういったことも含めて検討をすると

いうことが記述されておりますが、この点については、来月中に金融審議会で議

論を開始し、半年程度で結論を得るということにしております。 

次に、一番左の「２．新しい企業再生の枠組み」でございます。不良債権処理

は必ず処理される不良債権についての企業再生ということとパッケージで行いま

せんと構造改革につながりません。そのための各種の施策が記述されております。

既に実施をいたしましたものとしては、ＲＣＣにおける企業再生機能を強化す

る、あるいは企業再生ファンド等の連携を強化する。この辺につきましては具体

策が11月22日にＲＣＣから発表されまして既に実施に移っております。 

また３番といたしまして「新しい金融行政の枠組み」。以上のような取組みを

確実なものとしていくために行政の方でやらなければいけないこともあるという

ことで「資産査定の厳格化」、「自己資本の充実」、「ガバナンスの強化」でご

ざいます。 

話題になっておりますのは、「資産査定の厳格化」でＤＣＦ的手法の採用とい

うことでございます。アメリカで行われておりますディスカウント・キャッシュ・

フロー方式による引当金の算定ということでございますが、これについては公認

会計士協会に特別チームの設置を既にいたしまして検討が始まりました。また当

局におきましては、この協会と連絡協議会を設置して意見交換を行っております。

これは右にずっと行っていただきますと、ＤＣＦ的手法について公認会計士協

会での検討の結論を得ると。そして、また検査マニュアルも年度内に改正をする

ということで、15年３月期決算に間に合うように、この仕組みを具体化するとい

うことにいたしております。 

また、「自己資本の充実」につきましては、繰延税金資産の厳格な評価を行う

ということで、既に公認会計士協会、主要行にこれを要請いたしました。さらに、

プログラムで述べられております繰延税金資産の自己資本比率への参入の上限を

設定するということにつきましては、中段にございますが、金融審議会で年内に

検討を開始するということにいたしております。 
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また、「ガバナンスの強化」につきましては、一番右、「年度内に対応」でご

ざいますが、２行目、優先株の普通株への転換の諸条件についてガイドライン整

備を年度内に行うということにいたしております。公的資金注入行の話でござい

ます。 

以上は主要行に対する考え方でございますので、一番右の端の下でございます

が、中小・地域金融機関の不良債権処理につきましては、金融審議会で検討の上、

年度内を目途にアクションプログラムを決定するこということにいたしておりま

す。 

以上でございます。 

（竹中議員） この工程表につきましては、この諮問会議の後、公表することにして

おります。 

後でまた御議論いただくとしまして、続きまして、前回の諮問会議におきまし

て、証券市場の制度上の問題、活性化につきまして御指摘がございました。この

問題につきまして資料を作成しておりますので、同じように事務局より簡単に説

明をさせていただきます。 

（藤原金融庁総務企画局長） 金融庁総務企画局長の藤原でございます。お手元に「証

券市場を巡る諸情勢（株式を中心として）（竹中金融担当大臣提出資料）」とい

う資料がございますので、それをお開きいただきたいと思います。 

株式市場中心といたしまして御説明をさせていただきたいと思っております。

まず、 初に現在の株式市場の状況について御説明させていただきます。 

   １の（1）に株価、時価総額の推移。これはピークでございました平成元年から

14年にかけての推移でございますが、 初の○にございますように、株価は平成

元年のピーク時から14年の11月、これは11月28日までに７割下落しております。

その下にＴＯＰＩＸが2,884 ポイントから現在の888 ポイント、69％の減、それ

から日経平均がピークの３万8,915 円から現在の9,176 円、76％の減となってお

ります。さらに、時価総額。これは東証第一部で見てみますと、平成元年末の591 

兆円から現在の253 兆円と57％の減という状況でございます。 

 次に、（2）で投資主体別の株式保有動向。要するに株式保有比率でございます

が、これを平成元年から13年を見てまいりますと、ここに書いてございますよう

に、銀行とか生損保、それから事業法人の保有比率は持合解消もあり低下してお

ります。個人も若干の微減でございます。他方、外国人の比率が大幅に増えてご

ざいます。その下にございますように、銀行は約半減、それから生損保も減って

おります。事業法人も減っておりますが、個人も若干20.5から19.7と微減してお

ります。他方、外国人は4.2 ％から18.3％と４倍強の増加を示しております。 

次に(3) では、今度は株式売買に占める比率、どういう者が売っておるか、買

っておるかということを見てまいりますと、これも元年から14年で見てまいりま

すと、この株式市場での株式売買総額に占める銀行とか事業法人、個人の比率は

低下しております、他方、外国人の比率は大幅に上昇しております。下の方にち

ょっと細かく書いてございますが、銀行は26.4％から1.0％にまで落ちております。
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他方、その下にあります外国人は11.3％から50.5％、売買に占める外国人の比率

は50％を超えております。 

次に、株式市場対策としまして、どのようなことを従来行ってきたかというの

を見てみたいと思っております。２番目に「証券市場に係る制度改革」というこ

とでございます。 

（1）に書いてありますように、バブル以降、効率的かつ公正・透明な証券市場

を実現するため、累次にわたりまして制度改革を実施してまいりました。ここに

①から⑥まで書いてございますが、特に、①で、平成元年に行いましたインサイ

ダー取引規制、こういうものを導入いたしますと同時に、米国などと比べまして

は、要件をかなり明確化して導入したところでございます。さらには、①に書い

ておりますが、平成３年に損失補てんの禁止、こういう措置をとっておりますし、

②に書いてございますように、証券取引等監視委員会の設置、こういうのも行わ

れております。さらに、④にございますように、いわゆる金融ビッグバン、こう

いうものが平成９年から10年に実施されておりまして、委託手数料の自由化であ

りますとか、証券会社の登録制の導入と、こういうものが進んでございます。さ

らに、⑥で金融インフラの整備といたしまして、金融商品販売法の制定でありま

すとか、あるいはＥＴＦというものの本格的な導入というようなことも行ってお

ります。 

次のページでございますが、その結果、（2）に書いてございますように、株式

委託手数料は大幅に低下いたしました。また特色ある証券会社の参入、いわゆる

ネット証券とか、こういうものが参入されておりまして、いわゆる成果はあった

訳でございますが、実体経済や市場の低迷もございまして、個人金融資産は預金

中心で株式等のウエイトはさらに小さいというようなことになっております。こ

こに1991年から2001年の間の日本、ドイツ、米国の個人金融資産に占める株式と

投資信託、これの比率の推移を書いてございます。日本は1991年9.3 ％でござい

ましたのが、さらに下がりまして6.6 ％、他方、日本と同じような水準でありま

したドイツが10.6％から21.1％、米国は21.4％からさらに31.0％と増えておりま

す。特に、ドイツでございますが、これは株価全体が上昇したという要因もあり

まして、一概には言えないのでございますけれども、かなり大幅にウエイトが増

えておると。その要因といたしましては、１つには税制上の要因もある訳でござ

いますが、もう一つはドイツテレコムを中心といたしまして、民営化株、この放

出に際しまして、個人に対してかなりのディスカウントを行うとか、あるいはボ

ーナス株を配布するとか、こういうようなことを行って個人投資家が増えていっ

たということも指摘されております。 

次に、３番目でございますが、こういう状況を踏まえまして、本年８月に私ど

もの方としまして、「証券市場の改革促進プログラム」というのを打ち出してお

ります。ここに書いてございますように、幅広い投資家の参加する真に厚みのあ

る証券市場を実現するため、８月６日に「証券市場の改革促進プログラム」とい

うのを公表いたしております。 
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柱は３つございまして、１つは、（1)に書いてございますが、「誰もが投資し

やすい市場の整備」ということで、これまで証券投資をしたことのないような方

も含めまして、幅広い投資家の証券投資を促すために、証券取引を行うことので

きる店舗を多様化するとともに、業者間の競争促進を通じて投資家本位のサービ

スの一層の提供を図るというようなことで、色んな施策を打っております。 

特に、例えば、①に書いてございますように、銀行と証券の共同店舗、銀行の

店舗の中に証券会社が店舗を出すというようなことをやっております。これはも

う既に実施済みでございまして、みずほでありますとか、東京三菱とか、こうい

うところで実施されております。 

それから、その次に書いてありますが、証券会社の販売代理店。なかなか証券

会社は地方をカバーしておりませんので、こういうものでカバーできるように、

こういうものを今、金融審議会で検討いたしておりまして、できれば、次期通常

国会に法案を出したいというふうに思っております。 

それから２つ目の柱でございますが、「投資家の信頼が得られる市場の確立」

ということで、市場に対する投資家の信頼確保のために、証券取引等監視委員会

の強化を図るとともに、米国におきます不正会計事件、これも踏まえまして、会

計・監査の充実・強化や企業のディスクロージャーの充実を図るということを考

えております。 

具体的には、①に書いてございますように、証券取引等監視委員会の強化とい

うことで、人員の増加を去年からお願いしておりますが、今年もまた100 名程度

の中央・地方合わせまして100 名程度の増員を今お願いしております。それから、

証券取引等監視委員会の中で弁護士さんでありますとか公認会計士、あるいはデ

リバティブの専門家の民間の人、こういう方々の登用を積極的にやっております。

現在35名おりますが、さらに10名程度これから増員したいと思っております。 

それから②にございますように、公認会計士制度の見直しなど会計・監査の充

実・強化、こういうものにつきましても、現在、金融審議会の公認会計士制度部

会で検討しておりますが、成果を得られましたら、次の通常国会で法案を提出し

ていきたいと思っております。 

次に、もう１枚おめくりいただきますと、３番目の柱でございますが、「効率

的で競争力のある市場の構築」ということで、証券市場の効率性を一層高めるた

めに、グローバル化でありますとか、ＩＴ化に対応した証券取引所制度、あるい

は証券決済システムの整備、ベンチャー等の資金調達の円滑化を図るためにやっ

ております。この②に書いてありますように、現在ＣＰとか国債、あるいは社債

までやっておりますが、株式も含めました統一的な証券決済制度の整備を図ろう

と思っております。 

後に、現在私どもが 重点項目として取り組んでおります証券税制改革でご

ざいますが、先ほど牛尾議員の方からもお話がありましたが、「貯蓄から投資へ

の移行を促進する簡素でわかりやすい証券税制」ということで取り組んでおりま

す。現行の証券税制は複雑で分かり難いというような御批判があることも踏まえ
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まして、預金から証券投資へ、あるいは間接金融から直接金融へというような金

融構造の転換を促進する簡素で分かり易い証券税制を要望中でございます。 

具体的には、３つ書いてございますが、１つは株式の譲渡益。これは売る側で

ございます。それから配当。これは保有する場合でございます。それから株式投

資信託。これは新しい人が入ってくる場合の分配金。こういうものから生ずる、

いわゆる株式から生ずる所得につきまして同一の税率で課税するとともに、損益

の通算をお願いすると。いわば株式所得の一元課税。２つ目は、これも同じでご

ざいますが、国税・地方税ともに投資家に手間のかからないような源泉徴収をお

願いしたい。さらに、税率につきましては、預貯金が20％ということであります

れば、投資優遇ということを加味しまして、一律に10年間は10％としていただき

たいという要望をお願いいたしております。 

（竹中議員） 今の問題色々御議論があろうかと思いますが、時間の関係もございま

すので、広い意味での経済活性化ということで、後でまとめて御議論をいただく

ことといたしまして、今日は島田晴雄先生においでをいただいております。骨太

第２弾、「基本方針2002」の中で生活産業発掘分野ということで島田先生に色々

と御苦労をいただいております。研究会等々の成果を踏まえまして、島田先生の

方から御報告をまずお願いいたします。 

（島田内閣府特命顧問） 島田でございます。よろしくお願いいたします。資料が３

つございます。１つは大きい１枚紙で、その次に研究会の報告書案がございます。

それからその次に、中間的なものですけれども、実は、マッキンゼーに概算をさ

せているんですが、参考資料で雇用効果。この３つでございます。大きな紙を中

心にやらせていただきたいと思います。 

私どもの研究会は９月から12月にかけて既に二十数回ヒアリングをいたしまし

て、６回会合して、もうすぐで 終回にしようと思っておりますが、そこで報告

書案ができましたので、御報告いたします。 

この大きな紙、左は背景・趣旨ですからこれは飛ばしまして、問題の所在、課題、

これも飛ばしまして、時間が限られておりますので、 後の右の方、ここについ

て上段が医療・健康、下段が観光産業ということで結論の提案を申し上げたいと

思います。 

医療・健康につきましては、人生長い期間の非常に大きな部門というのは健康

づくりが大きな関心ですけれども、ここにはちょっと調子の悪くなったときにマ

ッサージだ、カイロだ、整体だ、癒しだ、スポーツだ、それからサプリメント、

食、色んなものがありますが、かなり膨大な分野なんですけれども、実はきちん

とした情報がない。それから専門家といいますか、どれをどう使ったら良いのか

ということをアドバイスしてくれる人がいないということで、この辺を整備した

方が良いだろうという提言をしております。 

それから、その次に、これはもっと制度化された分野ですけれども、医療情報

の関連サービス、これは非常に重要な分野だと思っております。今の日本では多

くの個人が も適切なお医者さんにかかれるかどうか、そして適切な治療をいた
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だけるのかどうかということについて極めて不安が大きいんですね。それは情報

の欠如が大きいと思います。 

私どもは３つのポイントを主に提案しておりますが、１つは「私の健康履歴」

と我々は呼んでおりますけれども、個人の一生涯の健康・医療情報を電子化して

一括して管理をするというような仕組みが作れないか。これは、実は、プライバ

シーの確保ということが非常に重要になります。つまり、本人が署名をして承諾

をして、そして、その機関がプライバシー確保の適切な仕組みを持っている場合

に電子カルテの外部保存を可能にするということができますと、お医者さんは非

常にお忙しいですから、普段の分析までは余裕がないんですけれども、専門の能

力を持った機関が日本には何十社と世界的な技術を持った企業がありますので、

それを分析してお医者さんにとっても見やすく、本人にとっても見やすい、そう

いう仕組みを作ることは技術的には可能でございます。 

それから、２番目に医師・医療機関に関する情報サービス。これはお医者さん、

あるいは医療機関の評価です。既に、政府も医療評価機構というのを使って全国

9,000の病院のうちの2,000ぐらいについて評価の努力を始めておりますが、民間

も色んなことをやっておりますけれども、これをもうちょっと整備をする必要が

あるのではないか、促進する必要があるのではないかということです。 

それから、治療方法に関するサービスで、お医者さんに治療していただくんで

すけれども、それは本当に適切なのかどうかということでセカンドオピニオンを

とれるような仕組みというようなことでございます。 

それから、今、混合診療というのが厳しく制限されておりますけれども、実は、

公的保険診療と保険外診療を併用するという余地を拡大いたしますと、医療費全

体の増額を招かずに、医療の質を高めることができるので、そういうことも鋭意

進める必要があるのではないか。この場合には、情報の非対称性というのを縮小

しなければならない。つまり、患者さんの方に情報が行き渡る仕組みを作らなけ

ればいけない訳で、トータル医療情報関連サービスです。これは、相当専門家そ

の他を含めて雇用効果が生まれるはずでございまして、後ほど数字を申し上げた

いと思います。 

それから、食育の推進。食というのが非常に乱れておりますが、これは健康づ

くりの基本なので、きちんとさせなければいけないということをうたっておりま

す。 

それから、高齢者の自立。高齢者が元気になるには、社会で仕事をしていただ

くというのが一番良いので、あるいは自由に旅行する、そのために温泉を活用し

たり色んな手立てがある訳ですけれども、それも主張しております。 

というようなことが医療・健康関連産業でございます。 

ちなみに、この１枚紙が付いておりますが、どのぐらいの雇用になるんだとい

うことですけれども、試算結果が案の下にくっついております。いくつかの前提

があるんですけれども、今、情報関連の色々な改革を速やかに実施するというこ

とと、これから５年間過去の平均1.4 ％ぐらいの成長があるというようなことを
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考えますと、医療・健康分野で65万人ぐらいの雇用が生み出される可能性がある。

市場規模としては４兆円ぐらいプラスになる可能性がある。こういうことでござ

います。これは委員会には出していない資料で、研究会座長としての全く私の個

人的な判断で、今日は参考資料ということでございますので、もっと詰める必要

がございます。 

それから、観光産業について申し上げたいんですが、観光産業は非常に重要な

産業でございます。これはすぐれて先進国型の産業と言っていいのではないかと

思います。日本は1,600 万人の人が海外へ出ていくのに対して、500 万人の人し

か入ってこないんですね。観光のトレードは３兆円の赤字でございます。実は、

観光産業というのは生活文化を売る訳でございまして、物を売るときには、相手

国の賃金に合わせてプライスダウンしなければいけませんが、観光は自己賃金建

てでできますので、 も先進国型の産業だということは言えると思うんですね。

ところが、日本は、ドル減らしで海外旅行を進めた時期はありますけれども、国

内に多くの方々が来ていただくということでは統一的な政策をやったことがない

んですね。ですから、国を挙げた実施体制を、今、整備する必要があるのではな

いかというふうに思います。そういうことをやっている国が世界にいくつもござ

います。 

例えば、アイルランドなどは非常に有名でございますが、政府が率先してやっ

ている訳ですけれども、この10年間で360 万人から630 万人に観光客が増えてお

ります。これは完全にターゲットをしております。数か国、イギリス、アメリカ、

ドイツ、フランス、イタリーと、この国々に焦点を定めてマーケティングをして

いるんですね。実をいうと、フランスも似たようなことをやっておりまして、フ

ランスのターゲットはドイツ、イギリス、アメリカ、そして日本です。ですから、

在日フランス大使館でワインのパーティをやりますけれども、あれは恐らく戦略

的な意味があっておやりになっているのではないかというふうに私は思います。

シンガポールも同じようにやっております。日本は素晴らしい資源を持っている

国ですから、国を挙げた体制が必要ではないかということを強く申し上げておき

たいと思います。 

それから、国内の観光地の雇用創造効果、生活向上効果というのは非常に大き

なものがありまして、私どももたくさんヒアリングをいたしました。全国各地素

晴らしい資源があるんですけれども、その資源を使って大変栄えている観光地と

いうのを調べていきますと、カリスマと言えるような人がいるんですね。この人

は大丈夫かというぐらい一生懸命やっている人がおりまして、例えば、湯布院の

水口さんというのはその一人ですけれども、こういう方々を観光カリスマと称し

て「カリスマ百選」ということで、官邸のメルマガに毎週書いていただこうとい

う御指示を総理から受けておりますけれども、もっともっとこれをトータルのネ

ットに載せて、ｅ－Ｊａｐａｎの明るい面ということで進めていってはどうかと、

こんなふうに思います。ポータルサイトも、実は、バラバラで総合的なものはあ

りません。ということでございます。 
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そして、もう一つ大いに強調したいのは、新しい故郷づくりでございます。つ

まり、高齢化している社会で、今、大都市に集まった方々は次々と故郷のおじい

ちゃん、おばあちゃんが亡くなっていくので故郷を失っているんですね。数千万

人の人が故郷を失っている訳で、この人たちに、故郷をつくるというのが良いの

ではないか。自分がつくる故郷ですね。それを特区その他で是非来てくださいと

いうことで魅力のある生活をということでございます。 

それから、実は、農水省では都市と農山漁村の交流型観光（グリーン・ツーリ

ズム）というのを既に積極的に展開しておりますけれども、これを拡大する必要

がある。 

後に、副大臣会議でも強調されたことですが、学校の休暇の分散化と有給休

暇の着実な取得の促進ということをする必要があると思います。 

こういうことをやるとどのぐらいの雇用になるのかというのをさっきの紙に戻

っていただきたいんですが、観光産業は非常に裾野の広い産業なので、これは530 

万人雇用創出計画の中に既に内数で入っているんですけれども、今回それをディ

テールに入っている訳ですが、約90万人ぐらい雇用が増える可能性があります。

これは色んなことを徹底的にやった場合で、特に、雇用創出効果が大きいのは休

暇の完全取得なんですね。日本は有給休暇は５割しか消化しておりません。例え

ば、アメリカなんかに比べると日本は公的休暇が多いんですね。休日は日本の方

が多いですから、それをトータルして、アメリカ人なんか楽しんでいる休暇の数

を割り算をして、日本で有給休暇をどのぐらい消化していることになるかという

と７割です。だから、アメリカ人並みの休日を楽しむというと７割になるんです

けれども、７割の有給休暇が消化されますと、実は、53万人ぐらい雇用が増える

という計算になります。大半は有給休暇の消化なんですね。それはどうしてかと

いうと、そのうちの７割は労働時間が短くなるものですから、代替雇用を入れな

ければいけないのでワークシェアリングになるんですね。ワークシェアリングが

38万人、これは玉突き型で失業を吸収するだろうと思われますけれども、そうい

うような戦略的な意味もございます。 

ということを以上申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございます。今の島田先生のお話も含めまして、実は、活

性化戦略については、この６月に６つの戦略、30のアクションプログラムとかな

り詳細に定めた訳でございます。それが今どういう状況になっているかというこ

とを踏まえた議論が必要だと思いますので、ちょっと若干の整理をしていますの

で、これを簡単に説明してください。 

（坂政策統括官） お手元に「経済活性化戦略の実施状況及び今後の取り組み」と、

もの凄く分厚い資料があると思います。こちらの方で御説明申し上げますが、「経

済活性化戦略の実施状況及び今後の取り組み」。趣旨のところは抜かさせていた

だきまして、「２．」のところでございますが、経済活性化戦略、「基本方針2002」

に書きましたそれぞれの項目につきまして、各省にどういうことが今まで進んで

いるか。６月以来どういうことが進んでいるか、進んでいないのは何かというこ
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とを詳しく聞きましたのがこの分厚い資料でございます。それを私どもで事務的

に整理をさせていただきまして４分類しております。 

まず、（1）でございます。「取組み速度、対応の幅等の面で加速しつつある分

野」ということで、例えば、そこにありますように、産業・企業の再生でござい

ますとか、証券市場の構造改革、先ほど来、御説明のあったようなことでござい

ます。 

それから、（2)でございますが、「工程に沿って、これから内容が決定される

重要な制度改革分野」ということで、大学改革の具体的制度設計でございますと

か、公立大学の件、あるいは社会保障制度改革、あるいは３行目にありますよう

な米の生産調整とか水田農業施策の改革、これはちょうど今大議論が行われてい

るところかと存じます。 

それから、（3）でございますが、「実行中であるが、動きを加速・拡充する必

要のある事項」ということで、新分野の人材の育成、あるいはコミュニティ・ス

クールの実践研究の推進等々、ここは実はたくさんございまして、２ページの方

にもございます。例えば、３行目に「個人保証のあり方の検討・見直し」と、こ

れは経済産業省を中心として、融資なんかにつきましては大分話が進んでいるの

でございますが、個人保証の上限をどうするかというようなところについては、

未だ何も検討が進んでいないといったようなことでございます。 

それから、（4）でございますが、ここは「今回のフォローアップでは大きな動

きのみられなかった事項」ということでございまして、そこにあるような形です。

２番目の電子政府の構築等の面で政府が障害者をパイロット的に雇用する事業と。

これは、要するに政府が障害者の方をコンピュータ関係の仕事やなんかに雇用す

ると、こういったものでございますが、この辺もあんまり進んでいないというこ

とでございます。 

以上でございます。 

（竹中議員） 総理がよく 近仰る言葉で、どういう政策をやるということについて

は十分な議論をしてきた。あとはそれを如何に実行するかだという観点から今回

こういうものをとりまとめた次第でございます。これに関して自由に御討議をい

ただきたいと思いますが、まず民間議員から御発言をいただきたいと思います。 

（本間議員） それでは、民間議員から、今の島田顧問並びに坂統括官に関連した経

済活性化戦略の問題について意見を述べさせていただきます。 

構造改革の推進にとりまして、経済活性化というのは夢のある明るい側面であ

りますけれども、必ずしもこの側面が小泉構造改革の推進に当たってプレイアッ

プされていないというのは非常に残念でありまして、これをこれから積極的にプ

レイアップしながら、実践に向けて努力をしていく必要性があろうかと思います。

その点で、この経済活性化というのは、産業競争力強化、これは金融の不良債権

の処理にもかかわりますけれども、「選択と集中」による産業競争力の強化と、

「民業の拡大」ということを規制改革を通じて市場創出をすると、これが２本柱

になります。 
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さらに、総理がこれまで強調されておられるように、日本人の人間力をどのよ

うな形で再生、復元をしていくか。こういう人の問題、これが一体となって経済

活性化というのは進められなければならないと考える訳ですが、残念ながら、こ

れまでのところ、スピードが非常に遅く、それから各省庁の分断された形でなか

なか整合的、総合的な対策が打てない。人間力の問題についてはまだ議論の緒に

ついたばかりである。こういう事実がございます。 

例えば、有識者議員提出資料の「１．より大胆に」というところでは、細かな

問題よりも、むしろ精神、原則的な問題についてきちんと固めた上で、予算のメ

リハリも付けて推進する必要があるというテーマを列挙しています。構造改革特

区の推進、それから今、島田顧問の方からお話が出ました生活産業の創出、バイ

オマス推進プロジェクトのより大胆な推進に向けての予算措置、こういうものも

十分考慮をしていく必要があろうかと思います。「２．より迅速に」というとこ

ろで、スピードの点では、これは関連府省の強力な推進をしていただきたいと思

っておりますけれども、羽田空港の国際化の問題、大都市渋滞の解消の問題、行

政サービスのアウトソーシングの問題、更には国立大学法人（仮称）への移行に

必要な具体的制度設計の明確化。こうしたところは、未だスピードの点で極めて

遅いということであります。 

それからさらに、「３．より一体的に」としていますが横断的な問題がなかな

か決着がつかないという問題がございます。こうした問題では如何に経済財政諮

問会議が推進方針を決めて具体の施策の加速化を図るかということが課題になろ

うかと思います。ＦＴＡの推進の問題でありますとか、島田顧問が先ほど仰って

おられた長期休暇の問題。さらには坂政策統括官が言っておられましたＩＴ関連。

これは竹中ナミさんがプロップ・ステーションというようなものを作って、こう

いうものに雇用を増やしていくと、こういうような提案をされておる問題であり

ますけれども、こういうものを前面に出すことによって、小泉構造改革の明るい

側面をきちんと国民に示していくということも重要であろうと思います。 

そして 後に、「４．より強力な人間力の育成」でありますが、科学技術のパ

ラダイムの変化であるとか、市場経済の推進にとって今まで身に付けてきた日本

人の能力、それ自身が陳腐化をして生産性向上の面で障害になっているという現

実をきちんと踏まえた上で、この強力な人間力の育成というものに取り組んでい

く必要性があろうかと思います。 

新分野の人材育成の倍増でありますとか、ＩＴ国民皆教育でありますとか、あ

るいは個人保証の上限設定を含む個人保証のあり方の検討・見直しでありますと

か、更には、外国人の登用の問題、これについての法制度の改善、こういうもの

を是非早く実現をして活性化の実を挙げていく必要性があろうかと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。どうぞ御発言をください。奥田議員。 

（奥田議員） 島田さんからお話がございましたが、観光産業ですが、観光産業とい

うのは、まさに日本がこれから観光立国としていくためには非常に必要な産業で
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あると、こういうふうに思っております。これで１つ抜けていると思っているの

は、今、本間さんが言われた空港の国際化といいますか、それは日本の場合は非

常に遅れている。特に、羽田の場合、相当頻繁に色んな人が色んなことを言って

いるのだけれども、なかなか拡張もできないし、国際化も遅れている。外国から

人を日本へ入れようとすれば、結局、乗り入れた空港で国内線に乗り換えられる

というような空港がたくさんあって、初めて外国人は来るのであって、空港の整

備といいますか、国際線から国内線の乗継ぎというのが自由にできるような空港

を日本で、これは羽田だけじゃなくて関西もそうだと思いますが、それを一刻も

早く作ってやることと、それから道路整備といいますか、そういうものを上手く

やる。そういうロジスティックみたいな話をちゃんとやらないと、なかなか観光

産業というのは育たないと思いますので、観光立国ということを考える以上は、

そこら辺りは是非素早く、また大胆にやっていただきたいと、そういうふうにお

願いしたいと思います。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 今、島田先生の御提言、特に、観光の面で非常に良い御指摘があった

と思います。よく私のところに外国の大臣が来ますけれども、国によっては観光

大臣という肩書の人が随分いる訳です。日本の場合には、例えば、国土交通省の

中に、昔は運輸省のときの局があったんですけれども、その局がいつの間にかな

くなって部なんですね。ですから、これが今、先生が指摘されたことを如実に私

は示していると思いまして、担当大臣を置くぐらいの意気込みでやれば、私はこ

こで雇用が創出できるし非常に大きな経済の活性化を生むことができる。そのこ

とはちょっとお気付きの点だと思いますけれども、敢えて申し上げさせていただ

きました。 

それから工程表関係で、これは金融庁が引当でございますけれども、繰延税金

資産勘定、資産算定の厳格化をどのように実施するかで貸し渋りは非常に顕著に

なって大変それが加速する恐れがあると思うんです。したがって、どうも憶測が

憶測を生んで混乱が生じるというのはこの国の常なものですから、そういう意味

では、これらを実施するに当たっては明確な基準というものを作らないと、憶測

でどんどん進んでいってしまうと大混乱を招く恐れがありますから、年内でもそ

ういう明確な基準というものを明らかにしていく必要があると、こういうふうに

思っています。 

それから、信託機能を活用した中小企業の金融の円滑化。これは、中小企業貸

出信託会社構想、こういうふうに言っていいと思うんですけれども、これは早急

な実現に向けて検討急ぐべきだと、こういうふうに思っています。これは信託業

への新規参入を認めることが、これを成功させるか失敗するかの鍵だと思ってお

りますので、経済産業省としても金融庁とこの辺はしっかり連携をとってやらせ

ていただきたい、こう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。速水総裁どうぞ。 
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（速水議員） 「金融再生プログラム」の作業工程表について感想を言わせていただ

きます。 

日本経済の持続的かつ安定的な成長を軌道に乗せるためには、やはり不良債権

の早期処理が必要だと思います。これに向けて民間の金融機関、企業、当局など

関係者の努力を結集していく必要があると思います。本日説明があった工程表に

沿って「金融再生プログラム」が着実に具体化され、金融システムに対する信任

の向上が図られることを期待しております。日本銀行としましても、今後とも政

府と連携しながら中央銀行として金融システムの安定に向けて努めてまいりたい

と思っております。 

それから、証券税制について一言。前回も申しましたけれども、間接金融から直

接金融に転換することを促進する税制には私どもも賛成でございます。竹中大臣

の提出資料「証券市場を巡る諸情勢」の 後の４．のところに、「貯蓄から投資

への移行を促進する簡素でわかりやすい証券税制」という３つの提案が出ており

ますけれども、我々としても賛成させていただきます。 

（竹中議員） 牛尾議員、塩川大臣。 

（牛尾議員） ２つありまして、観光並びに今日提案されました島田さんの医療・健

康の問題は、ちょっとした障害を除去するだけで、基本的にはそういう流れが動

き始めていますから、これは関係各省でこの流れが動くように小さなボトルネッ

クを外していく作業が必要であるかと思います。経済活性化の中で、何といって

も雇用の拡大というのが非常に大事で、雇用が100 万人増えれば大変な景気浮揚

になるし、また世の中も明るくなってくる。新しい雇用がなかなか生まれないと

いうのは全部規制からきているので、特区の場合でも非常に制約的になっており

ますから、これは素晴らしい提案であると思いますので、特に、観光と医療・健

康という身近な問題は、そういう潜在的なスピードが早いのでお願いしたいと思

います。 

証券市場に関しては、今、速水総裁も仰いましたけれども、銀行そのものの不

良債権問題もさることながら、それ以上に株が下がるということが銀行の含み資

産の赤字を増やしていくところがあって、日本の株価市場というものが色んな複

雑な要因がある。この度は証券税制で、１年前に比べれば考えられないような画

期的な理解のあるものでありますけれども、何といっても一番の問題は、今日の

報告にもありましたように、個人の株主を増やすことが日本の買い手を増やす唯

一の方法なんです。企業はもう投機には走りませんから。今は外国人が多いから

外国の論理で振り回されてしまうのでありますけれども、この間も新聞のアンケ

ートであったように、日本人は80％が「自分は株をやりません」と堂々と言う訳

ですね。株をやることは何となく、私どもも先祖から聞いていると、投機は御法

度というのは健全な家ではみなそういうことがあるので、株はいかんことだとい

う先入観があるんですね。これを新しい証券市場の中でリスクマネジメントで株

をやっていることはグローバル化した経済では当然なんだということを、どうや

って健康なものにするかという努力はかなり本質的な問題だと思うんです。 
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前も言ったかもしれませんけれども、政治家や官僚の人が株をしないというの

は株をする人はきっと悪いやつに違いないと、こういう感じがあるのをどうやっ

て払拭するかというのは、これは国民的な問題だと思うんです。サッカーでも、

ああいうくじをやっているし、宝くじもしているんだから、株もその程度の明る

さを持つにはどうすればいいか。 

もう一つは、日本の株価が低いのは企業の利益が少ないんですよ。トヨタさん

も凄い儲かっているけれども、ＲＯＥや１株当たりの利益に比べるとまだ低い訳

です。だから、議論を蒸し返す訳ではないですけれども、儲かっている企業の法

人減税しないと駄目なんですよ。法人減税をすると必ず株価は上がる訳です。税

引後の利益で株は決まる訳ですから。日本は収益が高い企業に対しては強者は放

っておけという、日本は世界的に比べれば非常に利益の少ない国なんです。利益

が少ないから株が上がらない。それはもっと考えますと、今はやや評判が悪くな

っていますけれども、ＧＥのジャック・ウェルチが言うように、限定されたマー

ケットにせいぜい企業は２社か３社しか存立できないんだというのが鉄則である

のに、日本は10社も12社もあって退場もさせないで置いておくものだから、結果、

どんどん売値が下がってきて利益がない訳です。それぞれ自分の固有分野を持っ

て付加価値の高いものを作るという秩序が生じない限りなかなか株もまた上がら

ない。 

そういう意味で、株価対策というのは総合的な対策なので、金融担当大臣は竹

中さんという非常に幅の広い人でありますから、是非、金融庁の中で市場を明る

く、しかも活性化するにはどうすれば良いかという極めて範囲の広いプロジェク

トチームを作って、株というもののイメージを変える大作戦が必要だと。しかし、

銀行が株を持ち過ぎているし、持合株など日本独特の伝統的なものができてしま

っているので、これは避けることができないことだから、やはり適正な１万2,000 

円ぐらいのところに持って行くためには、もっと利益を増やし、もっと税制も良

くし、しかも株に対する偏見をどうなくするかということを考える必要があると

思います。 

（竹中議員） 塩川大臣、平沼大臣、片山大臣。 

（塩川議員） 島田先生ね、観光でアミューズメントの関係をどう考えておられるん

ですか。日本へ来てお寺とかお宮さんばかりでは観光客は来ませんですわ。遊ぶ

ところがないんだもの。たまに行ったら箱根でしょう。こんなのでは飽きてしま

って帰ってしまうんですね。ですから、カジノとかアミューズメントをホテルの

中にじゃんじゃんと面白いものがあるというようなことを、これをどういう観点

から取り上げたらいいか。私は、アミューズメントのない観光なんて意味ないと

思います。こんな連中は来たって金を使いませんからね。これが１つです。 

もう一つ、これは島田先生じゃないんですが、竹中先生の「金融再生プログラ

ム」のところで、ガバナンスの強化を仰っているが、銀行にＣＥＯとＣＯＯを入

れたらどうでしょう。経営役員というのと執行役員というのを別にしたらどうか

と思うんです。これが上手いこと行っているのは信用金庫なんですよ。私、信用
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金庫もやっていましたから分かっていますが、信用金庫の理事会というのはあれ

はまさにＣＥＯですよ。理事長とか。専務というのが、これはＣＯＯなんですよ。

はっきりしていますから割とコントロールが効いておったんですが、銀行はだら

しない奴ばかりが集まって、派閥争いでけじめがつかないでしょう。そういう「Ｃ

ＥＯを入れるぞ」と。それを国が株を持つとかというよりも、そっちの方を強調

したら私は通るんじゃないかと。国民は賛同するんだろうと思いますね。 

それからもう一つ金融機関に、私もよく聞きますと、これだけ技術が進んでい

るのに、技術を審査する職員がいないんです。コンサルトが。こういうのを養成

しなきゃ。一時デリバティブなんかというのが流行ったとき入れましたね。ああ

いうのでどんどん入れさせて、ああいう制度を入れていかないと、法文科卒ばか

りで、担保は何やと、これでは全然あかんと思いますね。これは一つして欲しい

と思っています。 

それからもう一つ、えらいきついようなことを言って恐縮なんですが、証券取

引所で、インターネットの取引を何か考えないといけないんじゃないでしょうか。

遊ばれていますものね。僕も前に言ったけれども、株は遊ばれている。相場です

よ。本当の需給に戻る相場じゃないですよ。あれはおもちゃなんですよ。こんな

ことでやっておったら、そこらは証券業者のモラルもありますけれども、これは

何とか考えないといけないんじゃないかと思います。 

以上です。 

（奥田議員） 私が言いましたのは、そういった意味でカジノ的になって、ｅトレー

ドですね。コンピュータを通じてやる株ですね。それをやっておる連中にとって

みれば、損失を補てんしてもらえるということは非常に嬉しいことなんですね。

普通のいわゆる投資家という人にとっては、株というのは、大体損もするし得に

もすると。だから、損したやつは損だと。得について税金をどれだけつけるかと

いう、それは前は1.05％だったんだけれども、今度は10％か20％にしたんですけ

れども、利益になるからということで……。 

（塩川議員） インターネットでやるやつは、保証金を積めということはどうだろう

と思うんです。 

（牛尾議員） １日に２回も３回も取引を行なっている。 

（塩川議員） 朝買って、夜売っている。朝売って、夕方買っている。これは全然駄

目。だから、８～９億株という売買があったって、物が全然動いていないですよ。 

（竹中議員） それぞれ御意見を賜りたいと思います。先に平沼大臣、それで片山大

臣、その後島田先生にお答えしていただきます。 

（平沼議員） 一言だけ提案なんですけれども、今、島田先生の研究会の御報告、私

は非常に重要だと思うんです。したがって、経済財政諮問会議でも、島田先生も

お忙しいと思いますけれども、座長なんかになっていただいて、塩川大臣もアミ

ューズメントとかカジノまで言われていますから、そういったものを含めてこの

諮問会議の場で議論する、ここのところは非常に重要だと思うので、そういう場

があってもいいんじゃないか、これは提案させていただきます。 
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（竹中議員） ありがとうございます。是非、検討します。片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 私も観光のことなのですが、島田先生が言われるように、本当に観光

というのは総合産業です。あらゆるところにあります。日本は運輸省が所管して

います。観光は人を運ぶことだけだと思っているのです、もともと、本当に運輸

省で。今、国土交通省になった。そうではなく、見ること、食べること、泊まる

こと、学ぶこと、あらゆることが観光なので、その意味では島田先生が言われる

ように、総合的な国家戦略を立てて、実施体制と基本計画、実施計画が要るので

はないでしょうか。国・地方、民間を含めて、そういう体制を整えることと、色

んな分野で観光について研究すること。 

それからもう一つは、人材養成の機関が要ります。今、観光関係はすべて各種

学校です。そうではなくて、しっかりした人材養成機関が私は必要だと思います。 

私は岡山県出身だから、瀬戸内海に総合的なクリニックを作って、例えば、こ

こで治療すれば成人病が２か月で治る、歯は集中治療で２週間で治る、がんも治

りますと、そういう医療と結んだ観光を行ったらどうかということを昔から提案

しているのですが、お金を出す人と事業をやる人とがまとまらないでなかなかで

きないけれども、そういう国家的な仕組みを観光で作っていく必要があるのでは

ないかなという気がしております。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、吉川議員、奥田議員、ちょっと短

い発言をしていただいて、島田先生に。 

（吉川議員） 観光産業については大変大事と思います。全く私も同感です。その点

で、今片山大臣が言われた人材がポイントだというのに私も同感です。というの

は、ここで思い出していただきたいのは、実は、80年代の後半に観光という言葉

を余り使わなかったが、リゾート開発ということで国じゅう挙げてやって、実は、

それが失敗してかなりの部分が不良債権化した。我々これだけ苦しんでいる不良

債権問題というのは実は今議論していることと関係あるんですね。つまり、１ド

ル240 円から120 円になって、みんな若い人でも海外旅行ができるようになった

ときに、日本の観光産業というのは国際競争に負けて、それで不良債権問題にな

っている訳ですから。それは、結局のところ、温泉とか自然とか色んなものがあ

っても結局アイディアが駄目だったという意味で、観光にかかわる人材が不足し

ていたことに原因があった。そういう意味で私は片山大臣の仰ることに賛成です。

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） ２つありまして、１つは、竹中金融担当大臣提出資料「証券市場を巡

る諸情勢（株式を中心として）」。これの証券市場に係る制度改革で一番下のと

ころですが、インサイダー取引の規制と書いてあるんです。このインサイダー取

引規制なるものが、これは株を買いたい人に全然株を買わせないと、そういうこ

とになっているんですね。ですから、会社の役員とか社員とか、そういうのでも

他の会社の株を買おうとすると、ちょっとでも関係があったら駄目とか、そうい

うことになると本当に買いたい層が全然買えないと。そういうようなインサイダ

ー取引の規制の見直しというのをやっていただければ相当取引ができると思いま
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す。そうじゃないと我々会社員は全然買えないということになります。 

（竹中議員） それは検討しますが、ただ日本よりもはるかにインサイダー取引が厳

しいアメリカであれだけの取引がある訳でありますから、そこはやはり公正な取

引が行われているから安心してみんなが株を買うという面もありますので、その

辺のルール化の問題だと思います。 

（奥田議員） 日本はどうもルール化が厳しすぎるんじゃないかという感じがします。

（牛尾議員） 裁量的なんですよね。 

（竹中議員） そこは、また別途議論させていただきます。 

（奥田議員） それからもう一つ、公認会計士制度の見直しなど会計・監査の充実・

強化ということは書いてございますが、これは非常に結構なことで、これをやっ

ていただきたいと思いますが、私はこの「金融再生プログラム」の作業工程表と

いうのを見ていると、公認会計士協会に相当色んな負担がかかるといいますか、

重要な仕事を与えているんですが、本当に日本の公認会計士というのが信用でき

るのかどうか甚だ私は疑問に思っているんですよ。ですから、会計・監査を、是

非、これを充実・強化するという意味ではお願いしたいんです。過去のことにつ

いては言いませんけどね。実際、我々がお金を払って彼らを雇う訳ですから、我々

はお客さんだから、お客さんの言うことを聞かないと結局駄目だというような形

が出てくる訳ですね。だから、みんなとは言いませんが、バブルの 中でも公認

会計士が本来なら限定意見を付けて監査報告書を出さなきゃいけないものを全部

出ていない。みんな騙されたと。そういうことがありまして、私は正直言って公

認会計士は未だ綺麗になっていないなと思っているんですけれども、是非、この

点をよろしくお願いします。 

（牛尾議員） それは大事な問題だと思います。 

（竹中議員） 市場の透明性の確保という観点から、また改めて、また御議論させて

いただきます。島田先生、すみません、よろしくお願いします。 

（島田顧問） 一言申し上げます。 

色々御議論いただいて確認されたと思いますのは、観光は先進国に も相応し

い産業で、非常に雇用創出効果が大きいんですね。それは、物を運ぶだけではな

くて、仰るように色んな面があって、例えば、大学一つとっても観光学部をしっ

かりやっているところは、立教大学はやっていますけれども、他はないんじゃな

いですかね。ですから、これは問題で、人材養成ということもありまして、これ

は総合的な国家戦略、経済戦略ということに位置付けて推進していただけると非

常に良いんじゃないかと思います。 

それから高齢化社会で、片山大臣が仰られたのは、まさにそのとおりで、これ

からの観光というのは定住に行き着くといいますか、日本の素晴らしい健康資源、

自然資源がたくさんあるので、そういうところへ組み合わせて健康と観光という

のはオーバーラップすることだと思います。 

それから、塩川大臣が仰られた点は全く同感で、実は、日本に入ってくる外国

人の観光客の大半はアジアの方々なんです。欧米の人は、ビジネスが大部分で、
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欧米の方で日本に来ようという人は非常に特殊な興味を持っておられるんですね。

アジアの方々が一番の関心を持つのは何かといったら、「奈良なんか行ったって、

あんなものはつまらない」と言っちゃうんですね。結局、都市観光なんです。そ

してアミューズメントなんです。ですから、これは都市と産業というのが恐らく

大の観光資源で、私どもも、今、計算を一所懸命やっていますが、ここの雇用

創出効果は大きいんです。石原都知事がそのことに気が付いていまして、かなり

一所懸命やっておられるので、是非、そこはやっていただきたい、こんなふうに

思います。 

以上です。 

（小泉議長） 日本人が外国に行くのは１年間に1,600万人。 

（島田顧問） そうです。 

（小泉議長） １年間に外国から日本に来るのが500万人。日本に500万人来ているの

か。 

（島田顧問） そうです。 

（小泉議長） アイルランドは何でそれが成功したんだ。どういうふうに成功したん

ですか。 

（島田顧問） ターゲットの国を決めまして、 大はイギリスなんですが、それから

アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、そのあたりに決めて、その国に向けて

マーケティングをやるんです。ほとんど国そのものが航空からホテルから観光業

者を巻き込む形で、国そのものが 大級のウエイトを観光戦略に置いているんで

す。アイルランドは、他に何もない国なので、そういうことなんだろうと思いま

すが、ただ、フランスのような国ですら、すらと言っては恐縮ですけれども、や

はりドイツ、イギリス、アメリカ、そして日本をターゲットにおいて凄く頑張っ

ています。国家戦略として。ですから、大学の問題もあるし、ビザの問題もある

し、これは運輸省だけでは手に余る大きな問題なんじゃないかという感じがいた

します。 

（牛尾議員） パリは、観光客は年間8,000万人なんです。桁が違う。 

（小泉議長） １年間。 

（牛尾議員） １年間です。 

（奥田議員） 私は道路審議会の話を聞いていまして、道路だけのことを言っていま

すけれども、四国は疲弊しちゃってどんどん人が出ていっちゃう。あの橋、本四

架橋を渡らせるためには四国へカジノをたくさん作ったらどうかと思うんです。

オーストラリアなんか行けば、ほとんどの街にカジノがある訳ですね。ロンドン

も。何もお台場に作る必要はないので、沖縄とか四国ですね。この２つは作って

やって、そこへ公共工事の事業も投入する。１兆円も道路財源から持って行って

債務返すとかそんな話をしなくても、そこへ車へ乗っていけば、みんな橋の通行

料でペイするんじゃないかというのが、そんなことを思っておるんですけどね。 

（小泉議長） 大変魅力的な観光産業だと思うのだけれども、吉川先生が言われたよ

うに、国を挙げて取り組むというのは賛成ですよ。しかし、過去リゾート開発で、

 28




平成 14 年第 38 回 議事録 

国を挙げてやったんだよ。年福事業団、簡保福祉事業団、やらなくていいゴルフ

場を作ったり、温泉地を作ったり、旅館を作ったり、これで失敗しているんでし

ょう。国を挙げると箱モノばかり。それを考えなきゃな。民間主導の。人材だよ。 

（本間議員） 総理が仰った問題でネックになるのは文部科学省だと私は思っていま

す。観光学部を作るのは難しい。観光学というのは学問じゃないからといって、

存在しているのは立教大学ぐらいです。規制を外してちゃんと学部を作って、そ

れで人材養成を行い、ソフトできちんと何のニーズがあるかということをサポー

トするような仕組み作りをしなきゃいけないと思うんです。 

（塩川議員） 文部科学省が見たら観光なんて遊びだと思っているんですよ。 

（小泉議長） 遊びが一番勉強になるということが分かっていないんだよ。 

（島田顧問） もう一つあります。学校休暇の分散というのは文科省が認めてくれな

いとなかなかいかない。親が旅をするとき、子どもを連れて歩くのは当たり前な

んですけれども、それを許さないですね。ですから、これは物の考え方の問題で

す。 

（竹中議員） 次の閣議の時間がありまして、簡単に今日の問題を整理させていただ

きます。 

金融の工程表につきましては、着実に実施する。それをしかも明確にすること

にして混乱を避けていきたいと思います。 

証券市場の活性化に関しましては、日本とドイツが10年前に個人持株比率が大

体同じだったのが、今やドイツは３倍強になっている。この教訓として、やはり

税制の問題があるだろうし、政府系機関を民営化し上場するときに個人にインセ

ンティブを与えたというドイツのやり方についても、これは小泉構造改革の流れ

に沿って重要な示唆であろうかと思います。 

公認会計士の制度、それとインサイダー取引等、いわゆるインフラの整備につ

いては、これは強力に進めていきたいと思います。 

それと、今日重要なポイントとしてやはり観光産業、正確に言えば、恐らくこ

れは総合と仰いましたけれども、文化観光産業ということだと思いますが、これ

をやはりこれまで日本は国家の意識として、国の意思としてこれを振興しようと

いう考えを持ってこなかったのではないだろうか。この点は大変重要だと思いま

す。日本には観光資源があるというふうに言われていると思います。今、大体入

ってくる人が出ていく人の４分の１ですけれども、1970年代の 初までは入って

くる人の方がむしろ多い国だった訳ですから、日本に観光資源はあるということ

だと思います。 

 大学の話が出ましたが、日本には1,680の大学がある訳ですけれども、観光学科

に類するものは20ぐらいある。２～３％だと。国立大学には一つもありません。

それは本間先生が仰ったとおりです。オーストラリアの大学には３分の２に観光

学科がある。そういうところが人材育成を行っている。ここはやはり大いに勉強

すべきだと思います。 

中国の団体客が日本に来たいというふうに言っても、ビザが下りないという法
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務省の問題があるし、文部科学省の人材育成の問題がある。そういうことの結果、

観光収入のＧＤＰ比率というのは、日本は多分世界で一番低くて0.7％ぐらい。一

番大きい国はシンガポールで10％ぐらいある訳でありますから、そういった点も

踏まえて、ここは少し政府全体として文化観光産業を来年どのように扱うかとい

うことを、もう少し大きな仕組み作りも踏まえて検討させていただきたいと思い

ます。 

全体につきましては、総理お願いします。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。貯蓄から投資というのは、塩川財務

大臣がおられるけれども、今、党でも議論してもらうから、これは確実に使い勝

手の良い投資振興の税制になるように今目指しています。 

「金融再生プログラム」、これは竹中大臣が作業工程表に沿ってやっています

から、これを確実に実行に移していくように努めていきたいと思います。 

それから、経済活性化戦略については、進捗状況報告を踏まえて、政府一体と

なって推進を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（塩川議員） 吉川先生、途中で予算の整理したやつお送りしますわ。 

（竹中議員） それでよろしゅうございますか。ありがとうございました。 

（以 上） 
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