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平成 14 年第 38 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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 年度予算編成の最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） 
○ 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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
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○平成 15 年度予算編成の基本方針について 
（竹中議員） 「平成 15 年度予算編成の基本方針」の諮問につき、総理大臣から御発言

をお願いいたしたい。 
（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。 
（竹中議員） 「平成 15 年度予算編成の基本方針（案）」を資料のようにまとめた。原案

に比べ、３ページの「『改革断行予算』の継続」で、政策評価の結果を活用するとの
記述を加えた。10 ページの「地方財政」で、「三位一体の改革」を新たに記述した。
その他、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」など所要の修正を加えた。 

   ８月以降行ってきた制度・政策改革集中審議、いわゆる大臣イニシアティブで示さ
れた大きな政策枠組み変更が反映されており、本年度の基本方針の大きな特徴だ。 

（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」を簡単に説明する。７月 19 日に総理から各閣僚に指示し、それを受け経済財政
諮問会議で２回にわたり各閣僚が表明した主要改革テーマが左欄で、「予算編成の基
本方針（案）」を中欄のとおり記載している。右欄には、今後の具体的方向を記した。 

（吉川議員） 「15 年度予算編成の最終プロセスにおける課題」を説明する。 
   ８月に当会議で「15 年度予算の全体像」を作り、集中審議も行い、要求・要望に

メリハリを付けるとの観点から２割増を認めるといった工夫がなされた。本日、「予
算編成の基本方針」案が提出されたが、有識者議員としては、これから数週間、いく
つかの点について予算編成の一層透明化を図る必要があると考える。 

   第一に、基本方針は示されたが、予算の歳出総額、重要事項、例えば、国庫補助負
担金の削減等について財務大臣から諮問会議に御報告いただけないか。予算は、財政
の最重要事項の一つであり、我々も、できるだけ良い中身にしたい。これから数週間
で政府予算原案ができるので、途中で、歳出総額、国と地方の関係、集中審議の事項
について、次回が５日なので、次々回にでも、財務大臣から御説明いただきたい。 

   第二に、重点配分のため２割増の要求・要望を認めたが、どのようにメリハリが付
き、この新たな試みが活かされるのか御説明いただきたい。国民に対し、従前と比べ、
このように良い予算になったと説明して欲しい。総理主導のトップダウンの予算編成
について、国民に分かり易く御説明いただきたい。 

（牛尾議員） 「15 年度税制改正のあり方と今後の課題について」、発言の機会が最後に
なるので、要望も含めて申し上げたい。 

   予算編成プロセスについては、塩川大臣から、約 48 兆円の予算がどう下がるのか、
どうしたのか、適切なタイミングで、国民に分かるようにポイントを説明すべきだ。
15 年度税制改正も、「包括的かつ抜本的な税制改革」に相応しいものであるべきだ。
個別問題の論争のみが報道され全体の流れが見え難い。不良債権処理に伴う困難を克
服するには、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だ。今後、政府・与党が協力し
て、「１兆円超のできる限りの規模」から踏み込んだ十分な規模の先行減税、有識者
議員は前から2.5兆円と主張しているが、それを15年度に実施されるよう希望する。 

   有識者議員としては、15 年度改正で、企業活動活性化のため、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。 

   土地の有効活用のため、登録免許税、不動産取得税の大幅軽減を考えたい。 
証券投資は重要であり、分かり易い優遇措置として、株式譲渡益・配当・株式投信

への課税を税率 10％で国・地方合わせて統一し、特定口座による納税（源泉徴収）
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を地方税にも適用する。また、家族への生前贈与非課税枠を大幅拡大し、住宅贈与特
例の非課税限度額の引き上げる。不良債権処理円滑化のための時限措置として、不良
債権処理の無税償却基準緩和等も必要だ。 
特に、証券税制は重要なので、最終段階で小骨が付いて使い難くならないように、

使い勝手の良い税制を設計して欲しい。 
   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、政府税調答申は

否定的だったが、その現状認識は事実と異なる。政策判断でも我々の認識とは相違が
ある。15 年度税制改革を起点に、実効税率引下げを今後も積極的に議論して欲しい。
日本企業の国際競争力が非常に落ちている。エンジンとなる優良企業が日本経済を引
っ張ることは事実だし、世界ではこれから法人減税の流れが始まると認識している。 

   先行減税では、経済活性化の観点から充実させ、2.5 兆円を目途に十分な規模とす
る努力が必要だが、財源は多年度税収中立を原則とし、先行減税の効果を減殺しない
よう柔軟な発想で対応すべきだ。 
来年以降も経済活力再生を目指して次のような検討を継続し、「包括的かつ抜本的

な税制改革」を引き続き着実に実行すべきだ。すなわち、①“広く薄く簡素に”の観
点から、所得税・住民税・消費税等の包括的な改革。②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納得できる税制のための
納税・徴税システムの整備が必要だ。 

   本年の議論では、将来の消費税率が抜けており、消費税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て国民に対して誠実な議論をする必要がある。 

   最後に、租税負担と社会保険料負担の一体的・総合的検討が不可欠だ。これに財政
赤字を入れて行政サービス負担額が決まるが、当会議は、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として、租税負担と社会保険
料負担と財政赤字を一体的にどうするか、選択肢を明示する必要がある。 

（塩川議員） 総理の諮問を受け、これを予算編成作業の指針としたい。吉川議員の指摘
は、次々回にでも概略説明したい。この会議で、具体的なご関心を出していただけれ
ば、お答えしたい。個別問題は、予算編成権や各省折衝もあり、原案提示前に数字は
出せない。大きな考え方や状況を説明する。我々も悩むものもあり、一緒に考えて欲
しい。 

（牛尾議員） 次々回以降か。 
（塩川議員） 具体的な数字は出ない。なお、税制の問題で、非常に公正な有識者議員が

４人おいでなのに、増税のことは一つも触れていない。 
（牛尾議員） 消費税では。 
（塩川議員） 違う。「多年度税収中立を原則」としか書いていない。財政とのバランス

をとれと権威ある皆さんにも言って欲しい。こちらは頑張っている。減税先行の意見
が大勢だ。 

（本間議員） 「５．」に、気分を入れている。 
（塩川議員） 気分だけでは駄目だ。 
（本間議員） 活性化の部門のところに共通して書いている。 
（塩川議員） 租税負担の話だけでなく財政の秩序を保てと当会議も主張して欲しい。 
（牛尾議員） 消費税の議論も行うべしと付け加えたい。 
（塩川議員） 今、頑張っているが、減税要求ばかりで、弱っている。たくさん項目があ

り、大体は仰るとおりだが、法人実効税率の引下げはできない。不良債権処理の時限
措置も間に合わない。 

（牛尾議員） 15 年を起点に引き続き議論して欲しいと主張している。 
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（塩川議員） “広く薄く簡素に”の「薄く」は不要だ。空洞化を埋めなければならない。
私は“広く簡素に公平に”と言っており、統一して欲しい。恒久的減税は難しい。 

（牛尾議員） こういう希望があった方がやりやすい。 
（塩川議員） そうだ。だが、財政の秩序は大事だと言って欲しい。当会議ではまだ何も

言っていない。 
（牛尾議員） 活性化の方に力を入れている。 
（平沼議員） 第一に、15 年度予算は、歳出抑制に努める一方で、経済の先行きが非常

に厳しく、民間活力による経済成長を図るため、公需の減少を民需でカバーしていく
観点からメリハリのある予算とすべきだ。敢えて指摘したい。 

   第二に、需要不足に起因するデフレ圧力に対応するには、先行減税を極力大きなも
のにすべきだ。内容は、需要創出・競争力強化の観点から研究開発・ＩＴ投資減税、
中小企業の活性化減税、資産デフレ対策の観点から土地・株等の資産課税の低減。 

   第三に、今後の景気腰折れの有無、不良債権処理加速化の影響、イラク問題など米
国経済の影響など下方リスクが大きければ、柔軟かつ大胆に新たな対応を考えるべき。 

（片山議員） 税制の御提言だが、土地有効活用のために国税である登録免許税の軽減の
話がある。地方税の関係では不動産取得税の軽減だが、これは府県税であり、軽減す
るなら財源補てんをしてくれ、という議論がある。 

   証券投資税制の関係で「特定口座による納税（源泉徴収）を地方税にも適用」とは
１つの意見だ。簡単にしないと証券投資に向かわないので、地方税に適用するのは良
いが、仕組みを作る必要があり、少し時間がかかることを認識していただく必要があ
る。一番大きな課題である税源移譲が触れられていない。権威ある当会議にどこかで
言っていただかないといけない。 

（塩川議員） これは仮の提言だ。 
（本間議員） 「４．②地方分権に向けた国と地方の税源配分」と書いている。 
（片山議員） 有識者議員にしては及び腰で意図が定かでない。きちんと言っていただく

のが三位一体の改革だ。2.5 兆円は大議論だ。指摘にとどめたい。ＩＴ減税の方は、
是非大幅にお願いしたい。従前のようにハードのみならずソフトも重要だ。それをや
れば効果がある。 

（本間議員） 「15 年度予算編成の基本方針」をまとめて頂いたが、背景も含めて複雑
で、正直申し上げて分かり難い。小泉構造改革の方向性が来年度予算に反映している
ことを分かり易いメッセージで、別途国民に説明するよう工夫して欲しい。 

（塩川議員） 「改革と展望」や「骨太方針」を国民に読めといっても、読まない。先ほ
どの資料なども分かり易いのではないか。 

（本間議員） もう１点。「改革と展望」を策定し、「基本方針 2002」を作り、今度は「改
革と展望」をローリングし、さらには「基本方針 2003」を策定していくというよう
に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定着し、その意味では前進
した。しかし、予算編成手法を根本に遡って全体を議論することも必要だ。各国とも
新たな行政手法の導入を工夫しており、参考にしながら、体系的に、諮問会議や関係
機関で検討を深め、行政の効率化に向けたシステム改革に取り組んで欲しい。 

（塩川議員） 今まで予算では景気対策のみに重点を置き過ぎた。当初予算は８月の概算
要求の際に大議論をして決めたので、守って欲しい。本予算と景気対策を一緒にする
と御都合主義になり、説明困難だ。 

（本間議員） むしろ、もう少し時間をかけながら、予算編成全体の効率化に向けての検
討を深めてみてはどうかという趣旨で、今年の補正や来年度予算の問題ではない。 

（奥田議員） 証券投資では、損をしたときに面倒を見てもらえるという話を聞いた。そ
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うなのか。儲けたときは 10％で、損をしたときはどうなのか。 
（塩川議員） 特定口座で対応する。 
（奥田議員） 面倒を見てくれるのか。 
（塩川議員） そうだ。 
（奥田議員） 特定口座で相殺するのか。 
（塩川議員） 特定口座の中で、株や証券については差引計算する。 
（奥田議員） やり過ぎではないか。株をやる者は、損は当たり前だと思っており、利益

を 10％で面倒見るのは良いが、損まで面倒見るならば、結局、株式投資した人は全
然損はしない。 

（竹中議員） 「面倒を見る」の意味が違うのでは。 
（塩川議員） だから株が動く。 
（本間議員） 「面倒を見る」という言葉は、譲渡益から譲渡損を引いてネットで儲けが

あれば 10％で課税をするという意味。 
（奥田議員） 損金を認めてくれるのだろう。損した分を差し引くということで。 
（本間議員） 戻してくれる形にはならない。 
（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％だ。10％ではない。 
（塩川議員） 先生方は 10％要求されている。私のところで、今出しているのは 20％だ。 
（竹中議員） 後ほど御議論いただきたい。予算編成の基本方針は、これでよろしいか。 
              （「結構です」と声あり） 
（竹中議員） 今の御議論を踏まえて、強力に予算編成を進めていただきたい。この基本

方針案を経済財政諮問会議の答申として決定してよろしいか。 
              （「異議なし」と声あり） 
（竹中議員） 「平成 15 年度予算編成の基本方針」が答申された。総理から御挨拶をお

願いしたい。 
（小泉議長） 精力的な御審議に感謝したい。「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たい。 
   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である。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。 

（竹中議員） 本方針は当会議終了後に閣議決定をする。 
  

○「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） 10 月 30 日にとりまとめた「金融再生プログラム」で、11 月を目途に作業
工程表を作成するとしたが、別添のとおりとりまとめた。事務局より報告させる。 

（五味金融庁監督局長） 「金融再生プログラム」作業工程表について説明する。10 月
30日に出した金融再生プログラムのうち、約８割の重要なものを時系列で整理した。
参考は同プログラムの全項目を網羅し、スケジュールを右側に記した。 

   大判の資料で説明したい。最左欄に１～４まで「金融再生プログラム」の項目立て
を整理した。上の軸が時系列で、左側に本日までに実施又は検討開始されたもの、中
欄に年内に対応するもの、右欄に年度内に対応するもの、15 年３月期決算に関連し
て対応するものを整理した。 

   １．新しい金融システムの枠組みでは、処理を加速すると歪が起こり、その対応を
記した。まず、中小企業金融だが、再生プログラムで予定されたものの大宗は既に
10 月中に手を打った。例えば、上から２つ目、中小企業再生をサポートする仕組み
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の整備として、ＲＣＣの信託機能を活用する。債務者区分が破綻懸念先だが、キャッ
シュフローがある企業についてＲＣＣの信託機能を使って、銀行のサポートを続けな
がら再生の可能性を追求する。これは 11 月 22 日に発表した。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置し、ファックス、ｅメール等
で受け付ている。現時点までに約 240 件の申出があり、分析しており、12 月以降は
検査・監督の中で活用したい。さらに、年度内の対応として、中小企業貸出計画未達
先に対する業務改善命令の発出がある。公的資金注入行は、経営健全化計画で中小企
業向け貸出を増加させる計画が必要だが、未達成の際には、その内容にもよるが、業
務改善命令を発出し是正を促す。３月期決算を待ち確認をした上で対応したい。 

   特別支援は、処理の過程で経営難に陥る銀行があった場合の措置。日銀特融又は預
金保険法第 102 条の資本注入などを果敢に行うということ。即時適用する準備はで
きている。中欄の２つ目で、新しい公的資金制度の検討開始として、迅速に公的資金
を注入する制度をその必要性を含め検討する。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。 

   ２．新しい企業再生の枠組みでは、不良債権処理は企業再生をパッケージで行わな
いと構造改革につながらない。実施済では、ＲＣＣの企業再生機能の強化、企業再生
ファンド等との連携強化。11 月 22 日に発表され、既に実施されている。 

   ３．新しい金融行政の枠組みは、行政で行うべきこと。資産査定の厳格化、自己資
本の充実及びガバナンスの強化である。 

   資産査定の厳格化で話題なのは、ＤＣＦ的手法の採用。アメリカで行われているデ
ィスカウント・キャッシュ・フロー方式の引当金算定は、公認会計士協会に特別チー
ムを既に設置し、検討が始まった。当局は協会と連絡協議会を設置し、意見交換を行
っている。公認会計士協会で結論を得て、検査マニュアルも年度内に改正する。15
年３月期決算に間に合うよう仕組みを具体化する。 

   自己資本の充実では、繰延税金資産の厳格な評価を行う。既に公認会計士協会、主
要行に要請した。また、算入上限設定は、金融審議会で年内に検討を開始する。 

   ガバナンスの強化では、優先株の普通株への転換の諸条件のガイドライン整備を年
度内に行う。これは公的資金注入行の話である。 

   以上は主要行に対する考え方。中小・地域金融機関の不良債権処理は、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。 

（竹中議員） この工程表は、諮問会議後、公表する。 
   続いて、前回の御指摘を踏まえ、証券市場の制度上の問題、活性化について事務局

より簡単に説明する。 
（藤原金融庁総務企画局長） まず、現在の株式市場の状況について。 
   １（1）株価、時価総額の推移で、株価は平成元年のピークから 14 年 11 月 28 日ま

でに７割下落している。ＴＯＰＩＸは 2,884 ポイントから現在の 888 ポイント、69％
の減。日経平均がピークの 38,915 円から現在の 9,176 円、76％の減。さらに時価総
額は、東証第一部で、平成元年末の 591 兆円から現在の 253 兆円と 57％の減。 

    （2）投資主体別の株式保有動向では、平成元年から 13 年に、銀行や生損保、事業
法人の保有比率は持合解消もあり低下している。個人も若干の微減。他方、外国人の
比率が大幅に増えている。銀行はほぼ半減、生損保も減っている。事業法人も減って
いるが、個人も 20.5 から 19.7 と微減。他方、外国人は 4.2％から 18.3％と４倍強の
増加。 

    (3) 投資主体別の株式売買高比率で、平成元年から 14 年で見ると、株式売買総額
に占める銀行や事業法人、個人の比率は低下している。他方、外国人比率は大幅に上
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昇。銀行は 26.4％から 1.0％に、外国人は 11.3％から 50.5％と半数を超えている。 
    株式市場対策として、従来行ったことを見てみたい。２．証券市場に係る制度改革

の（1）で、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、累次の
制度改革を実施してきた。①～⑥まで挙げている。特に、①インサイダー取引規制を
要件をかなり明確化して導入した。損失補てんも禁止。②証券取引等監視委員会の設
置。④金融ビッグバン、委託手数料の自由化や、証券会社の登録制の導入。⑥金融商
品販売法の制定やＥＴＦの本格導入。 
 その結果、（2）で、株式委託手数料の低下、特色ある証券会社の参入の成果はあっ
たが、実体経済や市場の低迷もあり、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。1991～2001 年の日本、ドイツ、米国の個人金融資産に占める株式と投
資信託の比率の推移で、日本は 1991 年 9.3％だったのが 2001 年には 6.6％、ドイツ
は 10.6％から 21.1％、米国は 21.4％から 31.0％と増えた。特に、ドイツは、株価全
体が上昇したため一概には言えないが、かなり大幅に増えている。主要因は、税制と、
ドイツテレコムなどの民営化株放出で個人に大胆なディスカウントやボーナス株配
布等を行って個人投資家が増えた。 

   ３．で、幅広く投資家が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」を公表した。柱は３つで、第一に、誰もが投
資しやすい市場の整備として、幅広い投資家の証券投資を促すため、証券取引のでき
る店舗を多様化するとともに、業者間の競争促進を通じ投資家本位のサービスを一層
提供するよう、色々な施策を行っている。特に、例えば①銀行と証券の共同店舗。み
ずほ銀行や東京三菱銀行で実施されている。また、証券会社の販売代理店について、
証券会社が地方をカバーできるよう、金融審議会で検討中であり、できれば、次期通
常国会に法案を出したい。 

   第二に、投資家の信頼が得られる市場の確立として、証券取引等監視委員会の強化
を図るとともに、米国における不正会計事件も踏まえ、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。具体的には、①証券取引等監視委員会の人員
の増加で、今年も中央・地方合せて 100 名程度の増員お願いしている。また、同委員
会では、弁護士、公認会計士、デリバティブの専門家の登用を積極的に行っている。
現在 35 名だが、更に 10 名程度増員したい。②公認会計士制度の見直し等、会計・監
査の充実・強化について金融審議会の公認会計士制度部会で検討している。次の通常
国会で法案を提出したい。 

   第三に、効率的で競争力のある市場の構築。証券市場の効率性を一層高めるため、
グローバル化やＩＴ化に対応した証券取引所制度、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っている。②で、現在のＣＰや国債、社債に加え、株
式も含めた統一的な証券決済制度の整備を図りたい。 

   最後に、最重点項目として取り組んでいる証券税制改革について。牛尾議員からお
話があったが、「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」に
取り組んでいる。現行証券税制は複雑で分かり難いとの御批判も踏まえ、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。具体的には３点。①株式譲渡益、配当及び株式投資信託分
配金という株式由来の所得に同一税率で課税し、損益通算する株式所得の一元課税。
②国税・地方税ともに投資家に手間のかからない源泉徴収。③は税率。預貯金が 20％
であり、投資優遇を加味して、一律に 10 年間は 10％としていただきたい。 

（竹中議員） 後ほどまとめて御議論いただきたい。「基本方針 2002」で生活産業発掘分
野として、研究会等々の成果を踏まえ、島田先生から御報告をお願いしたい。 
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（島田内閣府特命顧問） 資料は３つ。「概要」に添って説明したい。 
   生活産業創出研究会は、９月から 20 数回ヒアリングし、６回会合して、報告書案

をまとめた。左側は背景・趣旨。真中が問題の所在と課題。右側が提案で、上段が医
療・健康、下段が観光産業である。 

   医療・健康では、１．では、健康づくりは大きな関心事だが、マッサージ、癒し、
サプリメントなど様々なものがある。膨大な分野だが、実は、きちんとした情報がな
い。アドバイスする専門家もいないので、整備すべきと提言している。 

   ２．の医療情報関連サービスが重要だ。今の日本では、適切な医者にかかれるか、
適切な治療を受けられるか、大きな不安があり、それは情報の欠如がある。３つの提
案をしている。１つは私の健康履歴で、個人の一生涯の健康・医療情報を電子化し一
括管理する。プライバシー確保が重要で、本人が署名し、医療機関が適切な仕組みを
持っている場合に電子カルテの外部保存を可能にする。医師にも患者にも分かりやす
いカルテの作成は可能だ。②の医師・医療機関に関する情報サービスでは、医師や医
療機関の評価。既に政府も医療評価機構を使って、全国 9,000 の病院のうち 2,000 程
度の評価を始めているが、促進すべきだ。③で、治療方法に関するサービスでは、医
師の診断が本当に適切なのか、セカンド・オピニオンをとれる仕組みを作る。 

   現在は、混合診療が厳しく制限されているが、公的保険診療と保険外診療を併用す
る余地を拡大すると、医療費の増額を招かずに、医療の質を高められる。情報の非対
称性を縮小すべきで、患者に情報が行き渡るトータル医療情報関連サービスが必要だ。
専門家を含め雇用効果が生まれるだろう。それから、正しい食育の推進や高齢者の自
立。 
 雇用など創出効果について、コンサルタント会社Ｍ社の暫定試算を用意した。幾つ
か前提があるが、医療・健康分野で 65 万人の雇用創出される可能性がある、市場規
模では４兆円程度プラスの可能性がある。あくまで参考資料である。 

   また、観光産業も重要な産業で、先進国型産業と言って良い。日本では 1,600 万人
が海外に行くのに、500 万人しか入ってこない。観光収支は３兆円の赤字だ。物を売
るには、相手国の状況に合わせなければならないが、観光は自国通貨建てなので、最
も先進国型の産業である。日本に来てもらうための統一的政策はこれまでなく、国を
挙げた実施体制の整備が必要だ。世界にはそういう例も多い。 

   例えば、アイルランドは政府が率先して実施している。この 10 年間で 360 万人か
ら 630 万人に観光客が増えている。英、米、独、仏、伊に重点的にマーケティングを
している。フランスも独、英、米、日をターゲットにしている。在日フランス大使館
主催のワイン・パーティなども戦略的なものだろう。シンガポールもそうだ。日本は
素晴らしい資源を持っており、国を挙げた体制が必要だ。 

   国内の観光地での雇用創造効果、生活向上効果は非常に大きい。ヒアリングをした
が、全国各地に素晴らしい資源がある。栄えている観光地を調べると、カリスマがい
る。湯布院の方など有名な観光カリスマに「カリスマ百選」として、総理官邸のメル
マガに毎週書いて頂こうとの御指示を総理から頂いた。ｅ－Ｊａｐａｎの明るい面と
して進めて欲しい。今は、総合的なポータルサイトもない。 

   新しい故郷づくりも大事だ。大都市に集まった方々は、故郷のおじいちゃん、おば
あちゃんが亡くなると故郷を失う。数千万人が故郷を失っている。自分がつくる故郷、
魅力ある生活を特区その他で是非作っていただきたい。農水省は都市と農山漁村の交
流型観光（グリーン・ツーリズム）を既に展開しており、これを拡大する必要がある。 

   最後に、学校休暇の分散化と有給休暇の着実な取得を促進すべきだ。 
   雇用創出効果は、観光産業は非常に裾野が広く約 90 万人の雇用増加の可能性があ
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る。特に、雇用創出効果が大きいのは休暇の完全取得。日本人は有給休暇を５割しか
消化していない。アメリカに比べ公的休暇は多い。アメリカ人並みだと有給休暇の７
割となり、７割の有給休暇が消化されると、53 万人程度雇用が増える。労働時間も短
くなるので、代替雇用を入れ、ワークシェアリングになる。ワークシェアリングで 3
8 万人失業を吸収するとの戦略的な意味もある。 

（竹中議員） 活性化戦略は、６月の「基本方針 2002」で６つの戦略、30 のアクション
プログラムと詳細に定めた。これが現在どういう状況になっているかを踏まえた議論
が必要であり、その辺を整理した。事務局から説明させる。 

（坂政策統括官） 簡単に説明したい。２．の経済活性化戦略の推進状況等では、「基本
方針 2002」の経済活性化戦略の各項目について、現在の進捗状況を４分類した。ま
ず、（1）取組み速度、対応の幅等の面で加速しつつある分野は、産業・企業の再生、
証券市場の構造改革など。（2）工程に沿って、これから内容が決定される重要な制度
改革分野では、大学改革の具体的制度設計、公立大学の改革推進と利活用、社会保障
制度改革、米の生産調整や水田農業関連施策の改革など。(3)実行中であるが、動き
を加速・拡充する必要のある事項は、新分野人材育成、コミュニティ・スクールの実
践研究の推進など。例えば、個人保証のあり方の検討・見直しでは、経済産業省を中
心に融資制度などの話は進んでいるが、個人保証の上限は検討が進んでいない。（4）
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は、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などが挙げられる。 

（竹中議員） 総理が最近仰るように、どういう政策をやるかは十分議論したので、後は、
如何に実行するかだという観点から資料をまとめた。自由に御議論いただきたい。 

（本間議員） 構造改革推進の中で経済活性化は夢のある明るい側面だが、必ずしもプレ
イアップされていない。非常に残念だ。積極的にプレイアップしながら、実践に向け
努力する必要がある。経済活性化は、「選択と集中」による産業競争力強化と規制改
革を通じた「民業の拡大」による市場創出が２本柱だ。また、総理が強調されるよう
に、日本人の人間力をどう再生、復元していくか。人の問題と一体になって経済活性
化を進めるべきだが、スピードが非常に遅い。各省庁に分断されて整合的、総合的な
対策が打てていない。人間力の問題は、議論の緒のついたばかりだ。 

   有識者議員提出資料の「１．より大胆に」では、原則をきちんと整理し、予算にメ
リハリを付け、推進するテーマを列挙している。構造改革特区、島田顧問の生活産業
創出、バイオマス推進プロジェクトへの予算措置など、十分考慮する必要がある。 
スピードの点では、関連府省の強力な推進をお願いしたいが、羽田空港国際化の問

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や国立大学法
人（仮称）への移行に必要な具体的制度設計の明確化は極めて遅々たるものだ。 

   それから、横断的問題では、なかなか決着がつかない。経済財政諮問会議が推進方
針を決め、施策の加速化を図ることが課題になる。ＦＴＡの推進、長期休暇。障害者
の自立支援ではＩＴを活用して雇用を増やす提案があり、民間では実際に行なわれて
いる。こういうものを前面に出し、小泉構造改革の明るい側面を国民に示していくこ
とも重要だ。 

   最後に、「４．より強力な人間力の育成」。科学技術のパラダイムの変化や市場経済
の推進により、これまで身につけてきた能力自体が陳腐化して生産性向上の面で障害
になっている現実を踏まえ、強力な人間力の育成に取り組んでいく。そのために、新
分野の人材育成の倍増、ＩＴ国民皆教育、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、外国人の登用の問題に取り組む。法制度改善などを早く実施し、
活性化の実を挙げていく必要がある。 
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（奥田議員） 観光産業は、日本が観光立国としていくためには非常に重要だが、１つ抜
けているのが空港の国際化だ。特に、羽田は、拡張もできないし国際化も遅れている。
乗り入れた空港で国内線に乗り換えられて初めて外国人は来る。羽田だけでなく、関
西もそうだが、国際線から国内線への乗り継ぎが自由にできる空港を一刻も早く作る
必要がある。空港整備と関連した道路整備も必要だ。それをきちんとしないと、観光
産業は育たない。観光立国を考える以上は、素早く、大胆にやっていただきたい。 

（平沼議員） 観光大臣を置く国も多い。日本では、部であり、担当大臣を置くぐらいの
意気込みでやれば、雇用創出や経済活性化ができるのではないか。 

   作業工程表関係では、繰延税金資産勘定、資産算定の厳格化の実施如何で貸し渋り
は非常に顕著になり、加速する恐れがある。憶測が憶測を生んで混乱が生じるため、
実施する際には明確な基準を作るべきだ。年内にも明確な基準を明らかにすべきだ。 

   信託機能を活用した中小企業金融の円滑化は、中小企業貸出信託会社構想と言って
良いが、実現に向けた検討を急ぐべき。信託業への新規参入を認めることが成功の鍵
だ。経済産業省も金融庁としっかり連携をとって実施していきたい。 

（速水議員） 作業工程表に関し、日本経済の持続的かつ安定的な成長を軌道に乗せるに
は、不良債権の早期処理が必要だ。民間金融機関、企業、当局など関係者の努力を結
集する必要がある。作業工程表に沿って「金融再生プログラム」が着実に具体化され、
金融システムへの信任の向上が図られることを期待する。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たい。 

   証券税制では、間接金融から直接金融への転換を促進する税制には賛成だ。竹中大
臣提出資料「証券市場を巡る諸情勢」の４.の３つの提案には我々も賛成である。 

（牛尾議員） 島田顧問提案の観光や医療・健康では、ちょっとした障害を除去するだけ
で、基本的には動き始める。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だ。経済活性化には雇用拡大が非常に大事で、100 万人の雇用
が増えれば大変な景気浮揚になるし、世の中も明るくなる。新しい雇用が生まれない
のは、全部規制が絡んでおり、特区も制限的であり、これは良い提案だ。特に、観光
と医療・健康という身近な問題は、早いスピードでお願いしたい。 

   証券市場では、銀行の不良債権問題もあるが、それ以上に、株価低下が銀行の含み
資産の赤字を増やしていくところもあり、日本の株価市場には複雑な要因がある。１
年前に比べれば証券税制でも画期的なものがあるが、一番の課題は、個人株主を増や
し、日本の買い手を増やすことだ。企業はもう投機には走らない。現在は、外国人が
多く、外国の論理に振り回されている。先日の新聞アンケートでは、日本人の 80％
が「自分は株をやらない」と堂々と言う。株は悪いという先入観念がある。リスクマ
ネジメントとして、株式投資を行うのは、グローバル化した経済では当然だというこ
とを、どのように理解してもらうかは、かなり本質的な問題だ。政治家や官僚が株式
投資を控えるのは、株をする人はきっと悪者に違いないという感じが背景にある。ど
う払拭するかは、国民的な問題だ。サッカーくじも、宝くじもあるのだから、株も、
その程度の明るさを持つにはどうすれば良いか。 

   もう１点。日本の株価が低いのは企業の利益が少ないせいだ。凄く儲かっている企
業もあるが、ＲＯＥや１株当たり利益を海外と比べるとまだ低い。儲かっている企業
の法人減税をしないと駄目だ。税引後利益で株価は決まるので、法人減税をすると必
ず株価は上がる。日本は高収益企業に対し、強者は放っておけという風土で、世界的
に利益の少ない国だ。ウェルチ前ＧＥ会長は、限定されたマーケットでは、企業は上
位の２～３社しか存立できないのが鉄則だと言っているが、日本は 10～12 社もあり、
退場もさせないので、どんどん売値が下がり、利益がない。それぞれ自分の固有分野
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を持ち、付加価値の高いものを作るという秩序が生じない限り株価は上がらない。株
価対策は、総合的な対策であり、金融担当大臣は竹中さんという非常に幅の広い人な
ので、是非、金融庁で市場を明るく、しかも活性化するのため、極めて範囲の広いプ
ロジェクトチームを作り、株のイメージを変える大作戦が必要だろう。銀行が株を持
ち過ぎていることや持合株など日本独特のものがあり、避けられないが、適正な株価
にするには、もっと利益を増やし、税制も良くし、株への偏見を無くすことを考える
べきだ。 

（塩川議員） 観光とアミューズメントの関係はどう考えているか。日本へ来て、お寺や
お宮さんばかりでは観光客は来ない。遊ぶところがない。カジノやアミューズメント
をホテルの中にどんどん取り入れる検討をしてはどうか。アミューズメントのない観
光は意味がない。 

   「金融再生プログラム」のガバナンスの強化に関連して、銀行にＣＥＯとＣＯＯを
入れてはどうか。信用金庫では上手くいっている。理事長がＣＥＯで、専務がＣＯＯ
で、役割がはっきりしており、コントロールがしやすい組織になる。銀行には、だら
しない奴ばかりが集まり、派閥争いでけじめがつかない。国が株を持つより、「ＣＥ
Ｏを入れるぞ」とした方が国民も賛同するのではないか。それから、金融技術がこれ
だけ進んでいるのに、金融機関には技術を審査する職員がいない。こういうのを養成
しないといけない。一時、デリバティブでも導入したが、そういう人を入れていかな
いと。法文科卒ばかりで「担保は何だ」というのでは駄目だ。 

   最後に、証券取引所で、インターネット取引は考えないといけない。株が遊ばれて
いる。本当の需給の相場ではない。証券業者のモラルもあるが、考えないといけない。 

（奥田議員） コンピュータで行う株のｅトレードで、株はカジノ的になっている。それ
をやっている連中にしてみれば、損失を補てんしてもらえることは非常にうれしいこ
と。普通の投資家にとっては、株は損もするし得もする。 

（塩川議員） インターネット取引には、保証金を積めというのはどうだろうか。 
（牛尾議員） １日に２回も３回も同じ株の取引を行なっている。 
（塩川議員） 朝買って、夜売る。朝売って、夕方買う。８～９億株という売買があって

も、実態は全然変わっていない。 
（平沼議員） 提案だが、生活産業創出研究会報告は重要だ。塩川大臣もアミューズメン

トやカジノに言及されており、諮問会議でも議論することが必要だろう。 
（片山議員） 観光は総合産業で、あらゆるところに関連する。日本では運輸省が所管し、

人を運ぶことを観光と考えていた。見る、食べる、泊まる、学ぶ、あらゆることが観
光に関係する。総合的な国家戦略を立て、実施体制と基本計画、実施計画が必要だろ
う。国・地方、民間を含めた体制を整え、色んな分野で観光について研究することが
必要だ。今、観光関係はみんな各種学校だ。もっとしっかりした観光関係の人材養成
機関が必要だ。 

   私は、瀬戸内海に総合的クリニックを作り、例えば、成人病が２か月で治る、歯の
集中治療で２週間で治す、癌も治すというように医療と観光を結び付ける提案を以前
からしているが進まない。国家的な仕組みを観光と結び付ける必要があろう。 

（吉川議員） 観光産業が大事というの同感だ。ポイントも片山大臣御指摘の人材だ。80
年代後半に国を挙げてリゾート開発を行い、かなり不良債権となった。１ドル 240 円
から 120 円になり、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
業は国際競争に負け、それが不良債権問題になっている。温泉や自然などがあっても、
結局アイディアが駄目だったという意味で、観光に関わる人材が不足していたという
ことだ。そういう意味で片山大臣の意見に賛成だ。 
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（奥田議員） 「証券市場を巡る諸情勢」の資料中にインサイダー取引の規制とある。こ
の規制が、株を買いたい人に株を買わせないようになっている。会社役員や社員が、
他社の株を買おうとすると、少しでも関係があるから駄目だとして、本当に買いたい
層が買えない。インサイダー取引規制の見直しをやれば相当取引が出てくると思う。
そうでないと、我々会社員は全然買えない。 

（竹中議員） 検討はするが、日本よりはるかにインサイダー取引が厳しいアメリカでも
あれだけの取引がある。やはり公正な取引が行われているから安心して株を買うとい
う面もある。その辺のルール化の問題だと思う。 

（奥田議員） 日本はどうもルールが厳しすぎるという感じがする。 
（牛尾議員） 裁量的だ。 
（竹中議員） 別途議論したい。 
（奥田議員） それから、公認会計士制度の見直しなど会計・監査の充実・強化とある。

是非やっていただきたいが、作業工程表を見ていると、公認会計士協会に相当負担が
かかるというか、重要な仕事を与えている。本当に日本の公認会計士が信用できるか
甚だ私は疑問だ。会計・監査の充実・強化はお願いしたいが、実際、我々がお金を払
って彼らを雇うと、お客の言うことを聞かないと駄目だというのが出てくる。みんな
とは言わないが、バブルの最中でも、本来なら公認会計士が限定意見を付けて監査報
告書を出さないといけないものでも出ていない。みんな騙されたということもあり、
正直言って、公認会計士は未だ綺麗になっていないと思う。 

（牛尾議員） 大事な問題だ。 
（竹中議員） 市場の透明性確保という観点から改めて御議論させていただきたい。 
（島田顧問） 観光は先進国に最も相応しい産業で、雇用創出効果が大きい。単に物を運

ぶだけではなく、色んな面がある。観光学部がしっかりあるのは、立教大学くらいだ
ろう。この問題は人材養成ということもあり、総合的な国家戦略、経済戦略という位
置付けで推進していただきたい。また、高齢化社会が進むと、これからの観光は定住
に行き着く。片山大臣御指摘のように、日本の素晴らしい健康資源、自然資源を組み
合わせて健康と観光をオーバーラップするのが必要だろう。塩川大臣御指摘のように、
日本に入ってくる外国観光客の大半はアジアからである。アジアの方が一番関心を持
つのは、都市観光で、アミューズメントだ。都市と産業が恐らく最大の観光資源であ
り、その雇用創出効果は大きい。 

（小泉議長） 日本人が外国に行くのは年間 1,600 万人で、日本に来るのは 500 万人か。 
（島田顧問） そのとおり。 
（小泉議長） アイルランドはどのようにして成功したのか。 
（島田顧問） 最大はイギリスだが、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリアをターゲッ

トに国家的なマーケティングを行なっている。国策として最大級のウエイトを観光戦
略に置いている。また、フランスも、ドイツ、イギリス、アメリカ、日本をターゲッ
トに、国家戦略として取り組んでいる。大学の問題、ビザの問題もあり、国土交通省
だけでは手に余る大きな問題だろう。 

（牛尾議員） パリは観光客は年間 8,000 万人だ。桁が違う。 
（奥田議員） 道路審議会の話を聞くと、四国は疲弊してどんどん人が出てしまっている。

本四架橋を渡らせるため、四国へカジノを作ったらどうか。オーストラリアやロンド
ンでは、ほとんどの街にカジノがある。お台場に作る必要はない。沖縄や四国に作っ
て、公共工事も投入する。債務返済を道路財源から持ってくるという話をしなくても、
橋の通行料でペイするのではないか。 

（小泉議長） 吉川議員が言われたように、観光産業に国を挙げて取り組むというのは賛
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成だ。しかし、過去、リゾート開発で国を挙げてやった。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、温泉地や旅館を作ったり、これで失敗して
いる。国を挙げると箱モノばかり。それを考えないといけない。民間主導。人だよ。 

（本間議員） 総理御指摘の問題でネックになるのは文部科学省だ。観光学部を設置する
のは難しい。観光学は学問ではないということで、設置されているのは立教大学ぐら
いだ。規制を外してきちんと学部を作って、人材養成して、ソフトできちんとどんな
ニーズがあるかサポートする仕組み作りをしないといけない。 

（塩川議員） 文部科学省は、観光なんて遊びだと思っている。 
（小泉議長） 遊びが一番勉強になることが分かっていない。 
（島田顧問） 学校休暇の分散は文部科学省が認めてくれないとうまくいかない。親が旅

をするとき、子どもを連れて歩くのは当たり前だが、それを許さない。 
（竹中議員） 簡単に今日の議論を整理する。 
   金融の作業工程表については、着実に実施する。明確にして混乱を避けていきたい。 
   証券市場の活性化については、日本とドイツが 10 年前に個人持株比率が大体同じ

だったが、今やドイツが３倍強になっている。この教訓として、税制の問題があるだ
ろうし、政府系機関を民営化・上場する際に個人にインセンティブを与えたドイツ方
式は、小泉構造改革の流れに沿った重要な示唆だ。 

   公認会計士制度、インサイダー取引等、いわゆるインフラ整備については、強力に
進めていきたい。 

   本日、重要なポイントは観光産業で、正確に言えば、文化観光産業ということだろ
う。これまで日本は国家意思として振興しようという考えを持ってこなかったのでは
ないか。現在、入ってくる人は、出て行く人の約４分の１だが、1970 年代初頭まで
は入ってくる人の方が多い国だった。観光資源はある。日本には 1,680 もの大学があ
るが、観光学科に類するものは 20 ぐらいだけだ。２～３％にすぎない。国立大学に
は一つもない。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。 

   中国の団体客が日本に来たいと言っても、法務省のビザが下りないという問題があ
るし、文部科学省の人材育成の問題がある。その結果、観光収入のＧＤＰ比率は、日
本は多分世界で一番低くて約 0.7％だ。一番大きいシンガポールは約 10％である。政
府全体として文化観光産業をどのように扱うかを、来年にも、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。 

（小泉議長） 「貯蓄から投資へ」というのは、党でも議論してもらい、確実に使い勝手
の良い投資振興の税制になるよう、今、目指している。 

   「金融再生プログラム」は、竹中大臣が作業工程表に沿ってやっており、これを確
実に実行に移していくよう努めていきたい。 

   経済活性化戦略は、進捗状況報告を踏まえ、政府一体となって推進を図りたい。 
（竹中議員） ありがとうございました。 
 

（以 上） 


