
平成 14 年第 40 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 40  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 12 月 13 日（金）17:02～18:35 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣・金融担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 大島 理森 農林水産大臣 

同 石原 伸晃 行政改革担当・規制改革担当大臣 

同 鴻池 祥肇 構造改革特区担当大臣 

宮内 義彦 総合規制改革会議議長 

浜田 宏一 経済社会総合研究所所長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)改革加速プログラムについて（報告） 

(2)政策金融改革について 

(3)構造改革特区について 

(4)経済動向について 

①「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（骨子案） 

②「改革と展望 –2002 年度改定」（仮称）（素案） 

③浜田 内閣府経済社会総合研究所所長からデフレ等について説明 

(5)15 年度予算の編成状況について 

(6)その他 

3．閉会 
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（配布資料） 

○改革加速プログラム（12 月 12 日経済対策閣僚会議決定） 

○政策金融改革について 

○構造改革の突破口としての構造改革特区（鴻池臨時議員提出資料） 

○規制改革の突破口たる「構造改革特区」の今後の進め方／医療・教育分野等への株

式会社参入について（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 

○特区が実効性をもつために（有識者議員提出資料） 

○「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の骨子（案） 

○「改革と展望 －2002 年度改定」（仮称）（素案） 

○デフレ、株価下落、円レート（浜田 内閣府経済社会総合研究所所長提出資料） 

○速水議員提出資料 

○平成 15 年度予算の基本的方向性について（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第40回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。本日はお忙しい中御参集いただきましてありがとうございます。 

（報道関係者 退室） 

（竹中議員） 	 それでは、今日の議題でありますけれども、大きく４つございます。

第１は政策金融対策、これは前回お示ししました素案の御決定をお願いしたいと

思います。第２は構造改革特区の審議であります。第３はマクロ経済の議論であ

りまして、具体的に来年度の見通し、「改革と展望」の改定、それとデフレ等に

関する浜田所長の御意見、これらを取りまとめて審議をいたします。そして、第

４番目でありますけれども、15年度予算の編成状況について塩川大臣から御報告

をいただくことになっております。このうち、政策金融の議題につきましては、

大島大臣、石原大臣に御参加をいただきますほか、構造改革特区につきましては、

石原大臣、鴻池大臣、そして宮内総合規制改革会議議長に御参加いただきます。 

○改革加速プログラムについて（報告）

（竹中議員） それでは、 初に「改革加速プログラム」が昨日、経済対策閣僚会議

において決定されましたので、一言御説明をさせていただきます。お手元の資料

を参照いただきたいと思います。 

これは前回この場で御議論いただきました「改革加速プログラムの骨子」を土

台にしまして、具体的な施策を盛り込んだものであります。補正予算において３

兆円の予算措置を講ずることとしております。その事業規模は4.4兆円程度、融

資・保証等を含めた広義の事業規模は14.8兆円程度、この本プログラムにおける

公共投資等による今後１年間のＧＤＰへの効果は、実質で0.7％増程度と試算をし
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ております。 


以上、御報告を申し上げます。 


○政策金融改革について

（竹中議員） それでは、政策金融の議題に移りたいと思いますが、政策金融につき

ましては、「政策金融改革について（案）」の原案を御議論いただきました。こ

の「政策金融改革について（案）」を配付案のとおり、諮問会議として取りまと

めることとしたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） それでは、政策金融対策については、配付案のとおり取りまとめたい

と思います。なお、本件につきましては、私の方から17日の閣議に御報告をさせ

ていただく予定でございます。特に関連して御発言ございますでしょうか。 

（塩川議員） 政策金融ですね。金融のあり方を改善するということで、暫定的には

やむを得ないといっても、できる限りのことをやろうということで、15年度、国

民金融公庫では赤字補てんというのは、要するに収支差をゼロにせいということ

で補助金を出さないということにいたしました。 

それから、第１番目のところの加速のところですね。改革加速プログラム、こ

れは済んだんですか。昨日の与党側の連絡会がありましたね。そこであれはどな

たかでしたかな、公明党の北側さんから、既存の現在組んである義務的経費の積

み増しの分1.1 兆円、あれを効果の上に積み重ねてやったらどうだ、合算したら

どうだという話だったんですが、どうですか。私のところは必要ないと思うんで

すけれども、諮問会議に相談するということになっていましたね。あれはどうし

ますか。 

（竹中議員） 基本的に改革加速プログラムといいますのは構造改革の一環でありま

すので、その中には含まれていないんですが、しかし、補正予算を含めた先ほど

申し上げました経済効果の中には、災害復旧費などプログラムに関連しない予算

の効果も含めて計算しておりますので、そういうことでよろしいのでないかと思

います。 

（塩川議員） では、改革加速プログラムには加算しないで３兆円、この分だけ出し

ておくということでよろしいですね。 

（竹中議員） プログラムについては、そのことでよろしいかと思います。 

（片山議員） 4.4兆円の中に入っていないのですね。あれは地方負担などがあるから

……。 

（竹中議員） そうです。 

（片山議員） 地方負担等は１兆円を超えるぐらいあるでしょう。 

（竹中議員） 4.4兆円の中に入っていません。 

（片山議員） 北側さんが言うように需要創出ではある。義務的経費も有効需要の創

出ではあるのです。そこをどうカウントするかですね。 

（塩川議員） そこは洗い直しをしますからね。 
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（竹中議員） そこは先ほど申し上げました経済効果の中には含めているんです。 

（塩川議員） わかりました。 

（竹中議員） それでは、政策金融について特によろしゅうございますでしょうか。

大島大臣どうもありがとうございました。 

（農林水産大臣退室） 

○構造改革特区について

（竹中議員） 続きまして、構造改革特区の議題でございます。４本柱の改革の１つ

であります「規制改革」を加速するために、諮問会議としても、この特区の実現

を支持しているところでございます。このたび、特区法が成立しました。また、

第２次提案の募集も行われております。今後の問題等々につきまして鴻池大臣よ

り資料が提出されておりますので、大臣から御説明をお願いいたします。 

（鴻池臨時議員） ４月24日に経済財政諮問会議において、平沼経済産業大臣や民間

４議員から御提案をいただきました特区構想は、ただいまお話のように12月11日

に構造改革特別区域法が成立したことによりまして、生み落とされたということ

に相成ります。 

初めに今後のスケジュールについて御説明します。資料の右上に「１」となっ

ているページをごらんください。２本の矢印が書かれておりますが、法律の施行

に関するスケジュールは上の矢印であります。まずは１月中に政省令、通達等に

関するものも含んだ特区において講じられる規制の特例事項のリストや内閣総理

大臣の認定の基準等を定めた「基本方針」を閣議決定する予定です。地方公共団

体は、この「基本方針」のリストや基準を参照して計画を作成していただき、そ

の計画の認定申請受付を４月１日以降に行う予定であります。来年の夏前、でき

たらもっと早く構造改革特区第１号が誕生することと相成ります。 

一方、「基本方針」で定める規制の特例措置のリストについては、今後さらに

追加、充実していくことが必要であります。これについては、下の方の矢印とな

ります。 

現在、１月15日を期限として、今回対象となっていない規制の特例措置などに

ついても第２次提案募集を行っているところであります。今日第１号が長崎から

届きました。 

私も出前持ちの精神で全国にまいりまして、売り歩くというよりも買い歩くこ

とをしたいと、このように思っております。さらに各省庁と折衝して必要があれ

ば法令等の改正を行ってまいります。 

さて、臨時国会における法案審議で議論になりました事項について御紹介をい

たします。２ページ目をごらんください。１つ目はいわゆる「ノーアクションレ

ター制度」の運用についてであります。この制度は我が国の法律で初めて定めら

れる画期的な制度として評価を受けましたが、文章による回答や回答期限を明確

にすべきとの御指摘を受けましたので、「基本方針」でその旨明確にすることと

いたします。 
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２つ目は特区において講じられた規制改革の評価体制の整備と全国展開に向け

たプロセスを明確にせよとの御指摘です。評価体制については、第三者を含めた

評価体制を１年以内に定めます。全国規模の規制改革につなげる仕組みについて

は、考え方を「基本方針」で定め、総合規制改革会議、石原大臣とともに連携を

諮りながら進めてまいります。 

次に３ページをごらんください。３つ目は特区の成否の試金石とも言える教育

分野、医療分野への株式会社参入問題であります。国会における議論の中で、私

の考えと文部科学省、厚生労働省の考えの違いが明確となりました。その違いを

対比してありますので、どちらの考えに分があるか、ぜひ各議員に御判断いただ

きたいと思います。これらにつきましては、引き続き関係大臣との調整に努めま

す。 

後に４ページ目から、今後の課題について御説明をいたします。 

まず、（１）の「基本方針の閣議決定」についてであります。政省令、通達等

に関する事項の詳細や関係行政機関の長の同意の要件については、「基本方針」

で定めますが、各省庁の裁量の余地が生じたり、新たな規制が生まれることのな

いよう、内閣官房で厳重なチェックを行う必要があります。 

また、（２）「民間や地方へのはたらきかけの強化」ですが、特区構想は民間

や地方からのアイディアが命です。今後とも定期的に地方公共団体や民間から提

案を受け付けるとともに、特区推進室が地方や民間にコンサルティングをしたり、

ＰＲをする機能を強化することが必要であると考えております。 

（３）「全国規模の規制改革につなげるプロセスの強化」と（４）の「検討中

の論点の解決」については、既に御説明しましたので、 後に５ページ目の（５）

の「『現行制度でも可能』とされている規制のチェック」であります。10月11日

の会議で本間議員からも御指摘を受けたところでありますが、各省庁が現行制度

でも可能としている規制についても、「ノーアクションレター制度」を活用して

いただくことなどにより、これらが実質的な規制になっていないか。チェックし

ていくことが必要であると考えております。今回の特区法は第一歩であり、生み

落とした子どもを今後大きく育てていく必要があります。引き続き経済財政諮問

会議の御指導、御支援をお願いを申し上げます。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。関連しまして宮内議長から資料が提出され

ておりますので御説明をお願いいたします。 

（宮内総合規制改革会議議長） 宮内でございます。総合規制改革会議では、昨日、

小泉総理に第２次答申を提出させていただきました。その中で構造改革特区に関

する今後の進め方ということで提言させていただいております。お手元の資料に

色刷りの１ページでございます。 

「規制改革の突破口たる『構造改革特区』の今後の進め方」というのは、我々

にとりましても非常に重要な案件でございまして、内閣主導で特区を認定する通

則法の形で、非常に早い期間で法整備をしていただいたということに対しまして
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は高く評価させていただきます。私どもの提言内容につきましては、ただいま鴻

池大臣が発表された内容とほぼ同様でございます。そういう意味で大臣とともに、

特区につきまして関係省庁と大いに折衝して今後ともまいりたい、このように思

っております。 

基本スタンスといたしましては、各省庁に全国区か特区かの二者択一を迫ると

いうことでございます。鴻池大臣が特区でやろうとして全国区で逃げていく、そ

ういう場合がございます。そういうときは規制改革会議が。また全国区でやろう

としまして特区で逃げていく、こういう場合は鴻池大臣の方でとらえるといいま

すか、挟み打ち作戦という形がいいのではないかというふうに思っております。

そういう意味で引き続き大臣と連携をさらに深めて特区を成功させたい。このよ

うに思っております。 

次のページをごらんいただきますと、とは言いながら残された課題として、ざ

っと特区構想に載らなかったものが載っておりますが、やはり、この中で何が一

番重要だろうか。みんな重要とは思いますが、やはり、民間活力を入れるという

意味、それを拒否されているという意味では、先ほどと同様、やはり①番と⑦番

「医療、教育両分野における株式会社参入」問題だと思います。その２点につき

まして、次の資料をごらんいただきたいと思います。 

１ページ目でございますが、そもそも特区構想の 大の目的は、全国レベルで

も難しい規制を推進するための突破口ということで、象徴的には医療、福祉、

教育、農業、この分野における民間活力、株式会社参入の問題に取り組んだわけ

でございますが、福祉、農業は一歩前進をみました。医療、教育につきましては、

資料２ページにございますように、関係省庁側の回答は全国区はおろか、特区に

おいてもどうしても困難というゼロ回答でございます。教育につきましては、諮

問会議あるいは総理の後押しもちょうだいいたしまして、大学院レベルの社会人

向け実務教育という狭い範囲ではございましたが、少し穴が開いたということで

ございます。特区における１点突破という意味で、先行的に株式会社参入は可能

とすることを、まず政府全体でやっていただきたい。そのように思っております。 

２ページの後半に書いてございますように、教育分野については、株式会社に

よる学校経営のニーズは高く、特区の前回の募集でも10を越える自治体から要望

があったと聞いております。１月15日までの第２次提案におきましても、多くの

民間、自治体から要望が提出される予定と聞いておりまして、本法が次期通常国

会において改正されるということを強く期待したいと思います。 

１ページをお返しいただきまして、１ページ目でございますが、関係省庁は医

療も教育も高い公益性、こういうことを理由に反対をしております。しかし、経

営形態によって参入を制限するのではなく、情報公開、第三者評価など事後チェ

ック体制の整備により対応するということが可能でございます。株式会社という

経営形態の有する種々のメリット、これに着目すべきだと思っております。 

私どもの主張は経営の主体が株式会社化されることを強制するものではござい

ません。あくまで、株式会社の提供するサービスを享受するか否かを選択するの
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は、利用者である国民であるべきだというふうに考えております。 

３ページをごらんいただきますと、医療機関への株式会社参入につきましての

説明ですが、我が国では、実際に62に上る株式会社病院が既に存在しております。

また、先進国で参入は認められております。 

４ページをごらんいただきますと、現実に何が起こっているかといいますと、

役員報酬、関係会社を通じた利益配当などにより非営利原則が形骸化する一方、

７割が赤字であるという医療機関の経営状況は悪化しております。情報不足、待

ち時間の長さなど患者の不満も強く。株式会社参入は停滞した不良産業に活性化

という一石を投じるのではないかはいうふうに信じております。 

５ページ、６ページにかけましては、教育でございます。大学経営の株式会社

参入についての説明でございます。５ページでは、米国では営利目的大学の例を

見ますと、ビジネス、医療、コンピュータなど市場ニーズに即応した実践教育の

分野が多くございます。株式会社の学校は、高度な専門性を有する人材の育成が

期待されている分野において存在する可能性が高い。この点が、今回実践的な教

育を行う大学院に焦点を絞った私どもの会議の結論にもつながっております。 

いずれにしても、株式会社参入問題を初めとする、私どもの言葉で官製市場改

革というものを実現するために、引き続き本特区制度を 大限利用するとともに、

今後とも必要な改正を通じ、より実効性の高い仕組みにしていくことが重要だと

認識しております。１月中旬までに第２次提案募集を受けて本法案も次期通常国

会におきまして、医療、教育分野での株式会社参入の件につきまして再度見直し

されることを私どもは強く期待させていただいております。こうしたより望まし

い特区制度の構築に向けまして、私ども総合規制改革会議も小泉総理、鴻池大臣

を初めとする関係閣僚の皆様方とともに引き続き 大限の努力をさせていただき

たい。このように思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。関連しまして民間議員からペーパーが出て

おります。本間議員お願いします。 

（本間議員） それでは、民間議員連名のペーパーについて説明させていただきます。 

今、鴻池大臣、宮内議長の方からお話がございました基本認識を私どもも共有

しておりまして、これをどのように推進していくかということについて、簡単な

コメントをつけさせていただきたいと思っております。 

まず、今後「基本方針」をつくっていくということ、１月にまとめるというこ

とを御説明いただきましたが、その際、「関係大臣同意」というものが裁量的に

恣意的に使われることを我々は非常に懸念をいたしております。この点について

きちんと形式要件を満たせば、自動的に認可されるということを「基本方針」に

明記すべきではないかと考えております。また「基本方針」に即して、政省令が

二、三月に定められることになっておりますけれども、その際の規制の特例措置

については、特区推進室が総合規制改革会議と連携して、恣意的な特例にならな

いよう厳にチェックする必要性があるだろうという具合に思います。これは今後

の大きな行政上の課題であるというふうに認識をいたしております。 
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それから２番目は、今御説明いただいた医療や教育等の却下された重要項目で

あります。この点につきまして、具体的に今御説明をいただきましたので説明を

省きますけれども、医療、教育というのは、我が国の構造改革を推進することに

よって新規の雇用を生み出し、活力を取り戻していくために、新しく市場形成と

いうものをしていかなければならないテーマの一つでございまして、この点につ

いて一団となって政府全体が積極的に取り組む必要性があろうかと思います。 

それから、３番目は対象となる規制項目の拡大状況や特区運用実態等について、

特区推進室と各省庁との折衝は今後広く情報公開して、運用上の問題を明らかに

した上で、実効性あるものに仕上げていくということが必要だろうと思います。

これはプロセス管理の問題であります。我が国は予算や税制等の他の要因が規制

と絡んでおりまして、どこから石が飛んでくるかわからないという伏魔殿的な性

格が、なかなか民間の側で推進できない状況をつくり出しているということは事

実であります。ぜひその辺のところを考慮していただきながら、問題点を明らか

にしていくことが重要であると思います。 

それから４番目でございます。この問題は特区の運用や効果、全国規模の規制

改革への移行の可否等の評価、これは関係行政機関だけで縦割りでやりますと、

必ずしも評価の客観性は十分担保されないということがございます。この点で省

庁から独立した機関によって、特区の効果というものを客観的に位置づけていく

ということが必要になってこようかと思います。評価機関を特区推進本部のもと

に置き、総合規制改革会議委員等の民間人によって構成されるということを望み

たいと思います。それから、特区推進室は評価機関の体制及び評価方法等を「基

本方針」でぜひ明らかにするよう取り組んで頂きたいと思います。 

さらに５番目でございます。これは民間のイニシアチブをどういう具合に発揮

させるかということが肝要であろうかと思います。この点について地方自治体の

みならず、民間事業者においても周知徹底をさせ、積極的にこの特区に参加して

いただくような工夫というものが必要になろうかと思います。 

例えば、先ほどの宮内議長のお話の中にございましたけれども、既に株式会社

形態をとる病院というのは、62もあるわけでございますし、何ら問題が生じてい

ないばかりか、パフォーマンスの面では、今の医療法人等に比べても優れたもの

を持っているケースがあるわけでありまして、この点について、是非インセンテ

ィブを強化をするような広報活動を含めて対応をお願いしたいと思います。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。特区の問題に関しまして、どうぞ御議論い

ただきたいと思います。平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） ４月24日の会議において提案をさせていただきました。そういうアイ

ディアが臨時国会で法案成立するという極めて早いスピードで持ち上がったとい

うことで、鴻池大臣に心から敬意を表したいというふうに思います。 

それから、経済産業省としては、これまでコンビナート法案でありますとか、

燃料電池に関する特区を可能とするなど、 大限前向きに取り組んできたところ
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でございまして、今後も引き続き前向きに対応していく決意であることを改めて

申し上げておきたいと思います。 

それから、今までの議論の中に出ましたけれども、教育と医療の株式会社参入

については、鴻池大臣、宮内議長からも御説明があり、有識者議員の方々からも

それにお触れになりましたけれども、「民でできることは民で」という、小泉内

閣の基本方針に沿ったものであり、市場と雇用に直結する特区、そういうことが

言えると思うので、ここはしっかりやっていかなければならないと思っています。

本件は、また来年の１月15日に第２次提案後の特区室と各省との調整プロセス

がポイントとなると思っておりますので、どうか骨抜きにならないように１月下

旬、当会議で再度議論する必要があるんではないか。このことを申し上げておき

ます。 

（竹中議員） 奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） 関係省庁からちょっと聞いたときに、若干混乱を来したんですけれど

も、株式会社等による学校経営とか、医療機関の経営ですか、この場合、言って

いるのは、会社の１事業部門として学校経営とか、医療機関の経営をやっちゃい

かんのか、それとも資本金を会社が出して、それが学校経営をやったらいかんの

か。こういう話を聞いたんですが、どうも会社の中の１事業部門として病院があ

るとか、学校運営があるというのはおかしいと。しかし、資本金を出して、その

資本金の株主になって、そこで病院とか、学校経営をやるのはいいんだ。こうい

うお話を聞いたんですが、それはどちらが正しいんですか。 

（鴻池臨時議員） よくわかりませんが、とにかくやらせたくない理由をしっかりつ

けてきておりますので、私どもは十分注意をしながら進まなきゃいかんと思いま

す。例えば、特別養護老人ホーム、これを民間参入はＯＫということに相成った

わけでございますが、通達というんでしょうか。これでもって上場会社じゃない

とだめだと。あるいは、この１、２年１億以上の利益が出ないとだめだといった

ような新たな規制をつくっていく。こういう役所の体質が、衣の下から鎧が見え

ているという状況でございますので、今、奥田会長の御発言、もう一度私も調べ

てみますけれども、今までの病院、あるいは学校は企業の附属機関、福祉機関と

いうことでやってきた。これはいいじゃないか。新たなものは、株式会社が金を

出して、医療法人なり、あるいは学校法人をつくってやるのが本来ではないか。

そのために学校の設置をするための基準というものを下げてあげようと。これが

文部科学省の見解のように私は今承知しております。 

（奥田議員） これについては御説明といいますか、それをお願いしたんですけれど

も……。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 評価のことが鴻池大臣のペーパーにも、それから民間委員の提言にも

ありましたが、評価をしっかりやるということは大切だと思います。そのために

は、評価対象をどうするかということなので、民間の方を入れた第三者機関です

とか、すでにある第三者中心の評価委員会かというような御検討をいただければ
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いいのですが。ある程度実態調査を実施したり、いろいろな把握が要るのです。

そうなると手足が要ります。そこで私どもの方の行政評価局、昔の行政監察局で

すよね。それがブロックごとにあって、府県ごとに行政評価事務所というのがあ

ります。そういうところを使っていただくということが１つあるのかなと思いま

す。これは全体の政策評価、事業評価をやるんですけれども、あわせてやるとい

うことがあると思っておりますので、評価体制をつくるときに、効率的な評価体

制というのはどうしても必要なので、行革の時代ですから、そこはお考えいただ

きたい。それから、独立行政法人が絡んで評価委員会を各省全部つくっています。

それから、統一的、横断的なものを私どもの方がまたつくっているので、これは

独立行政法人とか何とかと事務が限定されているところがちょっと辛いのですが、

こういうものがうまく使えるのかなとも思っておりますので、幅広に総合的な御

検討を評価体制についてはお願いいたします。 

（鴻池臨時議員） ありがとうございます。法案成立後、１年以内に評価のシステム

をつくるということで、着手をいたすところでございますので、十分参考にさせ

ていただくと同時に、ただいま民間というお話がございました。私も国会審議の

答弁で民間という言葉を既に出しておりますので、民間の方々の評価を頂戴する

というシステムをつくっていきたいと、このように考えております。 

（竹中議員） 特区について特にほかによろしゅうございますでしょうか。 

（小泉議長） これはね、株式会社でいいのは既に参入しているわけですよ。新たに

参入というよりもね。この問題は株式会社でも別にいいと思うんだけれども、株

式会社になったらいろいろと心配が出てきているよな、いろんな否定的な面が。

それと医療というのは保険適用、混合診療でもなかなか賛否両論ある。病床規制

という問題もあるんです。増えれば増えるほど物価が下がるかというのと違って、

病院が増えれば増えるほど患者が増えてくるという、市場経済と違う面がある。

そういう面も考えながら、既にもう参入しているものですから、医療の効率性と

か、医療技術、高度の医療を進めるという点について、刺激を与えるという面は

随分あると思うけれども、マイナス面をどうやって払拭していくかということで

前進する方法を考えてください。新たな特区でね。今、全国規模と誤解している

人がいるんだから。 

（片山議員） 誤解がある。 

（小泉議長） そうじゃないと。特別な地区なんだ。今までのそういう難しい点を踏

まえて、これはほかの市場参入、市場経済と違う面がある。それを十分考えなき

ゃいかん。既に、医療というのは株式会社が参入しているという事実を踏まえて、

もっと前進することはないかということを考えてください。教育の方については、

これは今まで株式会社が参入していないんです。初めて穴が開くんです。今、地

方で手を挙げてきたんです。これは１月15日もありますから、これを受け入れる

形で、前向きにもう一歩進めることができるような方法を考えてみていただきた

いと思います。 

（鴻池臨時議員） 承知いたしました。 
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（竹中議員） ありがとうございました。特区に関しまして今日御議論いただいたの

は、特区計画の認定に当たっては、関係大臣の裁量が実態をゆがめることがない

ようにという点、さらには難航している医療・教育等についてもさらに踏み込ん

で、今の総理の話も踏まえて取り組むということ。それと特区の評価体制につい

ては、独立した機関の設立も含めてしっかりと検討するということと同時に、既

にある体制について行政評価事務所の活用等々踏まえて効率的にやるということ。

そんなような方向でぜひ御検討を進めていただきたいと思います。大変重要な問

題でありますので、総合規制改革会議、それと特区推進本部推進室とこの諮問会

議としても、密接に連絡をとりながら、引き続き努力をしたいというふうに思い

ます。鴻池大臣、石原大臣、宮内議長どうもありがとうございます。 

（構造改革特区担当大臣、行政改革担当・規制改革担当大臣、 

総合規制改革会議議長 退室） 

○経済動向について

（竹中議員） それでは、少し幾つか重なるのでありますけれども、マクロ経済の動

向の議論に移りたいと思います。 

先般、とりまとめました「改革加速のための総合対応策」を補完・強化する「改

革加速プログラム」が決定されたわけでありますけれども、また、中期的な視点

に立った「改革と展望」の改訂の議論を既に始めておりますけれども、これらも

視野に入れながら、今後、年末に向けて来年度の経済見通しと経済財政運営のあ

り方を検討し策定する必要があります。 

そこで、「平成15年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」の骨子案に

ついて御説明をしたいと思います。骨子の案が１枚紙であると思いますので、ご

らんをいただきたいと思います。 

３つの章立てでとりまとめを行ってはいかがかと思っております。 

第１は、小泉内閣における構造改革の取組状況など14年度の経済財政運営及び

経済の実績見込みについてであります。また第２は、来年度における経済財政運

営の基本的態度、これは例の「金融システム改革」、「税制改革」、「規制改革」、

「歳出改革」の４本柱の改革への取組を中心に記述をしたいと思います。第３は、

来年度の経済見通しについての記述でございます。これまでの当諮問会議におけ

る議論を踏まえまして、とりまとめ作業を進めまして、閣議了解をいただく予定

といたしております。 

中期的には、不良債権処理の加速は、様々な機能の回復を通じて持続的な継続

成長を促進する。さらに４本柱の構造改革を中心とする改革を加速することによ

って、2005年度乃至2006年度等々、民需主導の成長を期待したいところでありま

すけれども、幾つかの不確定要因もある。そうしたことを幾つか考えていきたい

というふうに思います。 

続きまして、説明を先に続けさせていただきますけれども、「改革と展望」の

改定について前回少し御議論いただきましたが、素案を提示しておりますので、
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その説明を坂統括官の方からさせたいと思います。 

（坂政策統括官） お手元に「『改革と展望－2002年度改定』（仮称）（素案）」と

いう紙があるかと存じます。前回御指摘のありました「改革と展望」の意義でご

ざいますとか、性格とか役割とかという御指摘があったわけでございますが、そ

の件に関しましては、クリップでとめて、一番下に１枚紙がつけてございまして、

御参考までにつけております。 

これは今年の１月に決めた「改革と展望」の中に出てくるのを抜粋しているわ

けでございますが、大ざっぱに申しますと、「改革と展望」の役割、あるいは性

格といたしまして、「改革と展望」に盛り込まれた性格は政府として実行すべき

ものである。政府部門に関する目標は、その時々の経済財政状況を踏まえつつ、

政府としてその実現に努めるべきものである。民間部門に関する数値等は、一定

の政策等を前提とした将来展望であるといった考え方が昨年示されたわけでござ

います。 

   また、素案の方に戻っていただきまして、素案でございますが、１ページの「１．」

のところ、「『改革と展望』の改定について」というところがございますが、こ

こで改定の趣旨を示しております。御承知のように、改定は５年間ということが

必要だろうと考えておりまして、昨年も５年間だったわけでございますが、そう

すると、１年ずらしまして、2007年度までということであろうかと。ただ、いろ

いろな文書に、「改革と展望」の 終年度までにこういうことをするといった文

書がございますが、そういうことについては、当然のことながら、2006年度まで

に実行するという注がつけてあるわけでございます。 

また、次のページでございますが、「今次改定」は「金融システム」、「税制

改革」、「歳出改革」、「規制改革」という４本柱の構造改革が中心になってい

るんだというようなことと、次のパラグラフには、「今次改定」は、昨年の「改

革と展望」を部分的にフォローアップしているものでございますので、これまで

の「骨太の方針」でございますとか、「改革と展望」とか、あるいは「基本方針

2002」といったものと一体として理解をされるべきものでありますということが

注意書きのように書いてございます。 

「２．」でございますが、「『改革の展望』の策定後の経済財政状況」。いわ

ば、ここ１年ぐらいの経済財政状況を書いております。実質ＧＤＰは緩やかに回

復しているわけでございますが、デフレとか、あるいは不良債権など金融的側面

で困難が続いておりますし、こうした状況を踏まえて不良債権処理の加速を決定

したと。あるいは補正予算でございますとか、「改革加速プログラム」でござい

ますとか、下押し圧力に対応するための政策的な対応をとっているといった状況

について触れております。 

次のページでございますが、「３．中期的な経済財政運営－構造改革の加速」

というところでございます。不良債権の加速に対応しまして、特に2004年度まで

の間、集中的にいろいろな構造改革を進めていかなくてはいかんといった問題意

識から、集中調整期間は１年延長するということが、この真ん中へんでございま
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すが、集中調整期間とデフレの克服に向けた取組というところの 初のパラグラ

フに書いてございまして、１年延長して積極的取組を行っていくんだということ。

それから、その次のパラグラフには、この間の 重要課題というのが資産デフ

レを含めたデフレ克服に向けた取組を行うことになるんだという問題意識が書い

てございます。また、その次のパラグラフには「Ｐ」とついておりますが、金融

面など総合的な対応が重要であるといった金融的な側面の話を若干触れておりま

す。 

４ページでございますが、（経済の展望）が書いてございまして、ここは主と

して成長率の話でございます。そこにございますように、３行目あたりにござい

ますように、実質成長率は、集中調整期間でございますが、１％以下程度、ある

いは当面は名目成長率はさらに低いものとならざるを得ない。 

それから、２番目のパラグラフでございますが、放っておくとデフレは継続す

る可能性が高いけれども、日本銀行・政府が一体となった取組を通じて頑張って

いけば、集中調整期間の後にはデフレは克服できるということが書いてございま

す。 

そうした場合に３番目のパラグラフで、中期的な成長率というのは、実質１

1/2％ 程度、あるいはそれ以上、名目で言うと２1/2％程度、あるいはそれ以上と

いったようなことでございます。 

その次の（歳出抑制の目標とプライマリーバランス）でございますが、ここに

つきましては、 初に政府の大きさは、今の状況は中期的に見て上回らないんだ

と、これは去年来同じでございます。 

それからプライマリーバランスにつきましては、特に次のページを見ていただ

いた方がよろしいかと思うんですが、５ページの一番上のところでございます。

プライマリーバランスのＧＤＰ比は若干縮小をこれからしていくわけですが、そ

のＧＤＰ比は現状から2007年度前後には半分程度といったこと。それから、次の

パラグラフで2010年代初頭におけるプライマリーバランスについては黒字化を目

指すというふうになっております。 

それから「（２）構造改革の加速」のところでございますが、ここは（不良債

権処理の加速と産業再生）とか、あるいは（包括的かつ抜本的な税制改革）でご

ざいますとか、あるいは６ページでございますが、（歳出の主要分野における改

革の加速）、（規制改革、特区創設の加速）、ただいま御議論があったようなこ

とでございます。 

それから７ページに、（活性化戦略の推進と生活産業の創出）ということで、

活性化戦略というのは、「基本方針2002」でとりまとめられたものでございます

が、これを簡単に要約してあります。それから 後のところに、先般来御議論が

ありました生活産業でございますとか、文化・観光産業でございますとか、健康

に資する産業、あるいはイノベーションといったことについて触れております。 

以上でございます。 

（竹中議員） 続きまして、先般、諮問会議で御提案をさせていただきましたように、
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浜田所長からデフレ、株価等について御意見をいただきたいと思います。 

浜田所長よろしくお願いします。 

（浜田所長） 諸課題の山積する中で、本日デフレ問題について時間をとっていただ

き、私の専門的な知見をお聞きいただけるのは大変ありがたいことと思っており

ます。 

そこに「要約」と書きましたように、本日は以下の３つのようなことを申し上

げます。デフレ、つまり一般物価の継続的下落の弊害は、急激な株価や地価の下

落、失業と倒産の増加、新たな不良債権の発生、歳入欠陥、投資意欲の沈滞とい

った形であらわれます。第２に、デフレはすぐれて貨幣的現象なので、デフレ対

策の第一次手段は金融政策であって、構造改革や財政政策ではないということで

す。第３に、金融緩和政策は自然な円安傾向を助長することになろう、つまり金

融緩和政策がうまく働くときには、恐らく円安傾向と結びついて経済の運営が行

われることになろうということです。 

小泉内閣に国民の支持が集まるのは、構造改革というヒロイックな理想な挑戦

しておられるからと思います。その意味で私は首相のファンでありまして、これ

は決して私がエルビス・プレスリーのちょうど１年後に生まれたという理由だけ

からではございません。 

しかし、構造改革の実現というのは難しいもので、特区問題を私は20年ぐらい

研究しておりまして、この間、ダブリンにそれを視察に行ったんですけれども、

いろんな好条件がないとなかなか特区も難しい。だから、構造改革はどこに行っ

ても、大臣の言われますナローパスといいますか、そういうものにぶつかる。日

本でも税の優遇を伴わない特区とかということになるとなかなか難しいことに当

然ぶつかるだろう。しかし、それを乗り越えていかなくてはいけない。そういう

諸改革の実現に追い風を送っていただきたい。それはデフレの阻止であり、デフ

レの阻止のための金融政策であるということです。失業、賃下げに苦しむ国民の

ために金融政策も工夫して、従来の形でないような形も含めて一層の工夫をして

いただきたいと思うわけです。 

経済構造を改革するために北風を吹かし企業の自助努力を強めたらいいか、太

陽で経済の活気をもたらしたらいいかということには昔から論争があります。理

論的には、吉川議員がその世界的専門家でありますので、私は論争する気はない

のですが、実証研究で見ますと、やはり企業が新しく出てくる、廃業はもちろん

なくてはいけないわけですが、活気があるのはやはり追い風が吹いているときで

ある。これは昔エール大学のアービング・フィッシャーという人が言ったことで、

ハーバード大学にオーストラリアの大臣から移ってきたシュンベーターの意見、

それは北風を吹かせと私は解釈いたしますが、そういう対立があるわけです。 

竹森俊平慶應大学教授の近著に『経済論戦は甦る』というのがありまして、大

恐慌からの経験では、大胆なドル安で、フィッシャー流の追い風を吹かしたから

回復したにもかかわらず、日本ではまだシュンペーターの亡霊が政策の論争で復

活していると言われるわけです。俊平という先生がシュンペーターを批判される
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というのはおもしろいという人もいますが……。 

それにつきまして、図をひとつ付けておきましたが、第１図というのがありま

すが、これは94年～96年ぐらいでデフレが盛んになってきたときに、廃業率だけ

上がっていて、何も開業率は増えていないという非常に一般的な証明です。アメ

リカ等ではもう少しデータが沢山で、やはり同じようなことが出ております。そ

ういう意味でデフレはぜひ直したいと。しかし、そのためには何がデフレかとい

うことですが、繰り返しますけれども、物価というのは財と貨幣、あるいは地価

で言えば土地と貨幣の交換ですから、その片側の半分である貨幣をよく抑えてい

ただかなければデフレは直らない。各党の金融政策なきデフレ対策は、骨抜きの

政策ということになるのだろうと思います。 

また、日本のデフレは、外国からデフレが輸入されて起こるのだという議論も

あります。ユニクロのデフレ議論、詳しくは説明の時間がありませんけれども、

それは、ユニクロの衣料と米との値段を比較する、そういう相対価格の議論と国

民経済全体の物価水準が下がる一般価格の議論とを区別しない議論で俗論であり

ます。日本は変動為替制度の下にあるわけですから円安が許されるとする、これ

は政治的に難しいということは僕もわかりますが、円安が許されるという条件の

もとでは、為替レートを変えさえすれば、輸入デフレの心配は全くないわけです。 

後に、そうしたら、どうしたらデフレをとめることができるのかという方

法には３つほどあると思います。１つは、本当に所得が増えるということです。

実質所得が増えて将来の不安がなくなる、これは一番いいわけですが、それを急

にもたらすわけにはいかない。 

次には、国民が貨幣をたくさん持って、あるいは預金をたくさん持って、それ

をものや株、土地と換えようと思えばいいわけです。そういう意味では金融政策

で貨幣供給を増やしていく、預金通貨を増やしていくということができれば、そ

れが第二の方法です。 

後には、みんなが貨幣にしがみつく傾向を断ち切ることです。今はデフレで

すから貨幣を持っていればもうかるわけで、みんな使おうとしない、それを断ち

切る必要があるということです。 

どういう金融政策があるかということに関しましては、３ページの「Ⅴ」とい

うところに書いてありますけれども、時間がないと思いますので後でお読みいた

だきたいと思います。 

ただ、そこでの（４）のインフレ目標というのは、人々が貨幣にしがみつく、

そういう状態を直すということでデフレを解消しようという考え方です。これに

つきましては、そんなことは不可能というのが１つの反対論であります。日本銀

行は今までトライしたけれどもできなかったという反対論です。それに対しまし

ては、しかし、外国為替市場を通じて働かすと、必ずできるのだということが世

界の経済学者が論証しています。 

第２に、もしインフレが起こりそうになったらどうするか。今度は超インフレ

になるのではないかという考え方があります。しかし日本銀行は、第一次石油危
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機の非常に難しい、かなりのインフレも直しているわけです。そういうことをや

っておきながら、日本銀行にはできないのではないかと、特に日本銀行の方が言

われるのはわかりません。もう少し自信を持たれてよいのではないかと思います。

「景気回復なくしてデフレ解消なし」という考え方は誤りでないにしろ、景気

を回復するときに、人々がどれだけ資産を持っているかということを決めること

ができるのは金融政策であるわけです。景気回復が外で起こって、それでデフレ

が直るから、それを待っていようというのが金融政策の立場であるべきでないと

いうのが本間議員がよく言われていることであります。構造改革は重要で、私も

大賛成ですけれども、時間のプロセスがかかる。それに対して、資産効果を通じ

た需給回復のためには金融政策は手っとり早く着手できる。どれくらいすぐ効く

かわかりませんけれども、金融政策はそういう性質を持っている。 

私は外国から参りまして、例えばアメリカでは、財政政策はほとんど景気対策

に何も使っていない。そういう国から来て、金融政策を使おうとすると、みんな

日本ではそんな薬は使いませんと、日本では財政政策と構造政策がデフレを直す

というのは非常に不思議です。不思議なだけじゃなくて、そういうことで置き去

りにされる国民がかわいそうで仕方がない。日本銀行の変化球というのでしょう

か、銀行株式買上策以来、各省、日本銀行の協力関係は日増しによくなっている

ように見え、喜ばしいことですけれども、レジームが変わって、これからデフレ

ではないんだという国民の意識変換にまだひとつ不足なところがある。皆がデフ

レ時代は終わったと思えばみんなお金を持たないで使い出すわけですね。そうい

う意味でエディプス効果と言われるような効果に訴える、予想が自己実現するよ

うな政策を行う必要がある。そういうことがあらゆる構造政策、財政政策ととも

に行われれば、経済の歯車が逆に動き出して、弊害と思っていたようなことがみ

んな少しずつ解消していくのではないかと考えます。 

どうも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。御議論いただきたいと思いますが、まず速

水総裁の方から資料が出されております。 

（速水議員） 時間に限りがありますので、ポイントだけ御説明させていただきます

が、お手元に提出資料を出しておきました。また詳しくは資料をお読みいただき

たいと思います。 

初に、総理のお言葉をお借りすれば、私はデフレファイターであると思って

おります。立場上、苦闘を重ねておるわけで、そういう意味では人後に落ちない

デフレファイターだと思っております。 

日本銀行は量的金融緩和を消費者物価が前年比で０％以上になるまで続けると

はっきり宣言しております。量的金融緩和も柔軟かつ大胆に実施いたしておりま

す。 

政策の効果については、まず１つ、金融市場の安定確保と景気下支えに効果を

発揮しております。短期金利はほぼゼロでございます。中長期金利は大きく低下

しております。国債金利も今１％前後で安定しております。ただ、残念ながら、
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物価の下落はとまっておりません。構造改革と物価というのは非常に難しい問題

だと思います。世界経済は情報通信革命とか、エマージング諸国の市場参入など

大きな変革期にあると思います。そうしたことも物価が下がる要因になっている

と思います。だからといって、物価下落を放置してよいわけではありません。日

本銀行は金融面から景気回復を全力で支援していきたいと思っております。 

今後の金融政策運営ですけれども、11月の終わり頃に、日銀当座預金残高を20

兆円まで引き上げたばかりでございますが、今後とも必要に応じて躊躇なく、一

層潤沢な資金供給を行う体制でおります。 近の株価変動にもかかわらず、金融

市場の安定を維持してまいりたいと思っております。さらに、企業金融の円滑化

につきましても検討をしておりますし、必要な措置を実施してまいりたいと思っ

ております。 

それから、今、浜田さんも言われたインフレターゲティングでございますが、

これだけで物価を上昇させることは困難でございます。金利がゼロに到達して、

不良債権問題が存在している現状ではできないと思っております。そうしたもと

で、インフレターゲティングを採用するというのは、政府や日本銀行にとって無

謀な賭けということになろうかと思います。政府や日本銀行に対する信認が低下

するだけに終わる可能性があるという懸念を持っております。 

それで私が申し上げるポイントは終わりなんですが、先ほどお読みいただいた

「改革と展望－2002年度改定」（素案）はよく考えて書かれたと思いますが、１

か所だけ、３ページの一番下に、「また、デフレの現状を踏まえれば、金融面な

ど総合的な対応が重要であり、政府・日本銀行が果たすべき役割は大きい」と、

それはそのとおりでございます。「日本銀行は『今次改定』を踏まえつつ、さら

に実効ある金融政策を行うことが期待される。政府・日本銀行が一体となって、

できる限り早期にプラスの物価上昇率の実現を目指す」ということが書かれてお

りますが、この「できる限り早期にプラスの物価上昇率の実現を目指す」という

箇所につきましては、こういった書き方にしますと、どうしてもインフレターゲ

ィングを連想させると思います。ただいま御説明しましたとおり、インフレター

ゲティングの導入については、政府としても慎重であるべきだと思います。これ

まで同様、「デフレ克服に向け取り組む」といったような表現にしていただけれ

ばというふうに思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御議論をいただきたいと思います。

吉川議員。 

（吉川議員） お二人のお話を伺って幾つか発言したいと思います。 

１番目は、浜田所長からお話がありましたが、円安は今の日本経済にとっては

様々な意味でプラス材料、このことは私も全くそのとおりだと思います。前回も

この会議でそのように発言したと思います。 

それから２番目、金融政策でありますが、率直に言いまして、日本の金融政策

というのはいろんな意味で手段が限られてきております。要するに金利がゼロと
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いうことで、教科書的な領域から一歩踏み出してきている。だからこそ論争が絶

えないわけであります。そうした中でさらに金融緩和をやるべきだ、これは浜田

所長がおっしゃるとおりだと思います。その意味で、浜田所長が提案されている

ような幾つかの金融政策の更なる緩和措置を日本銀行が検討されるということは

大変有意義なこと、必要なことだろうと思います。 

インフレターゲティングでありますが、私はこれだけで物事が解決するとは思

いません。インフレターゲティングが何か魔法の杖であるかのように考えるのは

単純過ぎるのではないかと思います。金融政策の実際のあり方を詰めた上で、そ

の上で政府・日銀が一体となってマイルドなインフレを目指すというのであれば、

それは当然のことだと考えます。 

後に、これはここで深入りする話ではないと思いますが、浜田所長から創造

的破壊について開業率、廃業率、特に開業率が不況のときには落ちるということ

を挙げられて、それで創造的破壊論というのは非現実的ではないかというお話が

あったのですが、開業が不況のときに下がる。これは労働者の転業率でも当然落

ちるということはよく知られたことで、そのとおりだと思いますが、いわゆる「創

造的破壊」というややこわもての言葉で表現される、そうした考え方自体は、浜

田所長の言われる、必ずしも北風の話だけではないのではないかと私は思います。

そもそも金融の不良債権処理を進める必要があるということも、やはり経済の

中身が変わっていく必要があるということが一番大もとにあるわけで、そのため

に産業再生機構というものも創られるわけですから、やや先生の御議論は、シュ

ンペーターの考え方を狭くとらえ過ぎているのではないかと感じました。ただし、

これはこの場で深入りするような話ではないと思います。 初の金融の問題につ

いては、先ほど私が述べたような考えを思っております。 

（竹中議員） 浜田先生に後でまたお話をいただくとしまして、どうぞ御意見がある

方は言っていただきたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 「改革と展望」を諮問会議でつくり始めまして、その第１回目におい

て集中調整期間の２年間で、その名目成長率と実質成長率の少なくとも乖離が生

じないような状況にもっていくということを宣言したわけでありますけれども、

不良債権の処理の加速化に伴い、そのことを期間的には後ろにずらすということ

が、この「改革と展望」の改定の１つのインプリケーションであるわけです。し

かし、物価やデフレの問題に対して、「改革と展望」改定がなおざりにしている

というようなイメージがあるとすれば、これは非常に国民に対してミスリーディ

ングになるわけであります。そのために、実は名目成長率と実質成長率の乖離と

いうものをできるだけ早期に解消し、プラスの物価上昇率に持っていくというこ

とを書いたのがこの素案であったのだろうと思います。その意味で、何もこの書

き方がインフレターゲティングを主張しているということにはならない。小泉政

権がデフレの問題に対して推移をどのように管理していくかという観点から、こ

の部分は書かれているというぐあいに理解すれば、私は速水議員の御懸念という

ものはないと思いますし、政府がこのデフレに対して、金融、そしてそれ以外の
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４本柱と言われた３つの柱を組み合わせて、全力を挙げてその問題を解決しよう

という決意を示しているというぐあいに前向きにとれば、私は素案でいいのでは

ないかという感想を持っております。 

その上で、私は浜田先生や吉川議員と違いまして、一般均衡理論の中でミクロ

的に税財政を分析してきた立場のものでございまして、いささか浜田所長の創造

的破壊論の非現実性という議論には抵抗を感じるわけであります。まさに不良債

権処理の加速化というのは、日本的な経済システムである間接金融、そして土地

本位制度、そういうような状況の中で市場が機能しない、機能不全になっている

というこの状況を、どのように桎梏から開放して、市場経済にもっていくかどう

かということであって、必ずしも北風よ吹けという話ではないわけであります。

そういう意味で不良債権の加速化を進めながら、それに伴って起こる問題に対し

て、どのように我々が規制改革しながら新しい市場を実現をしていくか、需要の

管理、あるいは過大な供給能力のリシャッフルも含めて実現をしていく、こうい

うシナリオがこの「改革と展望」全体の中で描かれているというぐあいに理解す

べきなのだろうと思います。 

したがって、金融政策が万能であるというぐあいにも我々は主張しておりませ

んし、税財政だけでやれということも言っておりませんし、全体としてまさに総

理が国と地方の関係でおっしゃっていることではございませんけれども、規制改

革を含めた構造改革と税財政、金融政策を３点セットにして実現をするというこ

とでバランスのとれた主張を今後ともし、そしてそれに対して、それぞれの所掌

が全力を挙げるということが重要なのだろうと思います。 

それから３番目、私が懸念をいたしておりますのは、縦割りの政策執行体制の

限界がこの一、二年相当深刻化をしているのではないか。それぞれの所掌が自分

のところの施策、手段に対して非常に注意深く臆病なスタンスを取る一方、他の

政策手段に対しては、極めてデマンディンクな主張をするということが、いわば

ゲーム論的に言えば、「囚人のジレンマ」のような状況を生み出している危険性

があり、そこで到達されるべき理想的な姿からすると、縮小均衡的な状況を生み

出しているのではないか。これを政府全体としてどのように総合的な目標設定を

して、それぞれの制約というものを限界ギリギリのところまで活用しながら、総

体としてのパフォーマンスをどう高めていくかと、こういう構図を「改革と展望」

の中でより鮮明に示して、それに協力をしていくという経済運営が求められてい

るのだろうというぐあいに思います。 

以上、３点であります。 

（竹中議員） 特によろしゅうございますでしょうか。すみません。もう一つ議論テ

ーマがあるものですから、 後にちょっと浜田先生にまとめ簡単に締めていただ

きます。 

（浜田所長） 速水先生の言われた理想というか、断固として立ち向かっているとお

っしゃりますが、それがどうして株式とか、歳入欠陥に、物価とかに表れてこな

いのかが１つの問題点だと思いますし、名目金利だけを見ていたかつての金融政
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策ではなかなかうまくいかなくなってきている面があると。もちろん復活すると

思いますけれども、そういうふうに思います。 

本間議員には誤解されたみたいで、私は普通の意味の構造改革は大賛成であり

まして、ただ、デフレという風を通したマクロからくる構造改革、あるいは実際

には構造改革の阻止要因というのは困るということを申し上げているわけです。

むしろ、（適切な金融政策による）追い風の中で構造改革を進めていただくべし

というものです。 

（本間議員） いえ、全然誤解しておりません。 

（竹中議員） 以前から本当の意味での国家戦略をこの場で話し合うべきではないか

という議論がございました。その意味では大変よい議論だと思いますので、ちょ

っと機会を見つけて、もう少し踏み込んだ議論をぜひさせていただきたいと思い

ます。 

（小泉議長） 日本売りと言われているけれども、実際はそうじゃない。格付けを下

げられても日本売りは起きないんだよ。すぐ円安にならないんだよ。ポンドが下

がったときとドルが下がったときとは違うんだよ。今、全然局面が違うんだ、不

思議なことに。これだけ日本経済、弱い弱いと言いながら，日本売りが起こって

いないんだから。 

（塩川議員） 日本経済が強いからなんだ。 

（小泉議長） そこがだめだだめだと日本人言っているけど、外国はそう見ていない

んだよ。 

（牛尾議員） 強いところもあれば、弱いところもあるんですよ。 

（小泉議長） それが不思議なところだ。 

（牛尾議員） 全部強ければいいんだけど。 

（塩川議員） 弱いと言っているのはマスコミだけなんだ。 

（竹中議員） 日本の経済が強いという面と、日本国内にたまたま今貯蓄があるとい

う面と非常に複雑な要因があると思いますので、そうした点もぜひ御一緒に議論

をしたいと思います。 

時間が大変押しておりますので、浜田先生ありがとうございました。エール大

学にお帰りになっても御活躍を期待しております。 

（小泉議長） エール大学から日本にエールを送ってください（笑）。 

○15年度予算の編成状況について

（竹中議員） それでは、もう時間が限られておりますので、予算の編成状況につき

まして、塩川大臣から御報告をお願い申し上げます。 

（塩川議員） 	 大体中身は御存じだと思うんですが、主計局長が説明すると思います

けれども、ペーパーを見ていただいた方がわかると思います。補正予算は大体概

算要求を20日ごろに出したいと思っておりまして、そうすると、補正予算の内示

は大体17日ごろ、日程は調整しなきゃならんと思うんですが、官房長官の方から

出してもらって、そうして20日に本予算の内示をしたいと思っております。その
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ときに補正も決めてもらうと、こういう段取りでして、24日に本予算、15年度を

閣議決定してもらいたいと、こんな予定でいっています。 

主な中身につきましては、それでは時間がないから簡単に。 

（林財務省主計局長） お時間がないようですので、お手元のポインチ絵みたいなも

ので恐縮ですが、これで御説明させていただきます。 

   15年度予算、限られた財源をできるだけ重点的に配分するということでやって

おります。そういうことから、シーリングでできるだけ伸び伸びとした要求をし

ていただこうということで、ここにございますように、仮に要求要望額、従来ど

おりのゼロシーリングといった場合には出てなかったであろうものもたくさん出

てきております。そこに主だったものを書いておりますが、海上保安庁の不審船

対策ということで14年度の３倍を上回っております。あるいは厚生労働省の食品

安全対策、あるいは若年者の雇用対策、こうしたものも新規のものがかなり出て

きております。あと総務省からはユビキタス（どこでも型）・ネットワーク技術

の研究開発ということで新規の御要望もいただいておりますし、経済産業省から

はライフサイエンス、情報化ということで「フォーカス21」、これは大変重点化

していただきまして、14年度の15倍の要望というものもいただいておるというこ

とでございます。 

こうした重点分野につきましては、基本方針の新重点４分野にできるだけ集中

したいと考えておりまして、例えば科学技術であれば、総合科学技術会議、ここ

で優先順位をつけていただいておりますので、総合科学技術会議とも数回にわた

りまして意見交換を行って、重点化を図っていきたいと思っております。 

あるいはＩＴであれば、各種のｅ－Japan 計画もございますので、こうした政

府の指針も活用していきたいと思っております。また、「ハードからソフト」と

ここに書いてございますが、限られた財政資金より適切な政策手段に集中してい

きたいと思っております。 

いずれにしても、 終的な重点化の状況は原案が先ほど大臣からもございまし

たが、私ども事務的には20日ということで予定しておりますが、原案が固まり次

第できるだけ速やかに御報告させていただきたいと思います。 

こうした点と、あと当諮問会議でも制度・政策の抜本改革ということで御議論

いただいておりますが、そうした制度の見直しにも取り組んでまいりたいと思い

ます。ここに項目が書いてございますが、雇用保険、あるいは義務教育、道路財

源、あるいはＯＤＡということにつきましても、あるいは国と地方と関係の芽出

しというものについても、これは図ってまいりたいと思います。 

そういう中で財源はどこから出すかということですが、「厳しく査定」という

ふうに右の下の方に書いてございますが、若干の例を申し上げますと、例えば、

単価の見直し、これをかなり徹底して進めたいと思っております。ここにありま

すように、例えば建築単価などにつきましては、官庁営繕でありますとか、ある

いは医療施設、国立大学校の施設、あるいは公務員宿舎、こういうところの単価、

あるいは物件費ということでいきますと、電算機の借料、これは各省にわたって
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非常に大きいものがありますが、あるいは専用通信料であるとか、こうしたもの

についても、かなり思い切った削減をやっていきたいと思っております。 

あと、現金給付という面では、年金につきまして、物価スライドの削減幅を折

衝中でございますが、私どもは過去の分についても何とかお願いできないかとい

うことで申しておりますが、こうした物価スライド、あるいは人件費、人勧にス

ライドいたしまして、関連する経費につきましてもお願いをしたいと思っており

ます。 

そうしたような取組を通じまして、一番下にございますように30兆の精神を継

続しながら「一般歳出、一般会計歳出全体について実質的に14年度の水準以下に

抑制」するという財政運営目標を達成すべく、今 後の調整をさせていただいて

いるということでございます。 

お時間の関係もございますので、簡単にさせていただきます。 

（竹中議員） 特に御質問、御意見ございますでしょうか。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今、塩川大臣から20日、24日というお話を聞いたんですが、今の局長

の話は非常にわかりやすいお話であったので、こういう改革のメッセージをしっ

かりと国民に伝える必要があるので、政府案の決定にあわせて、国民に対する予

算のねらいを明確にするための上手に伝えるメッセージをきちんとやはり……。 

（塩川議員） 13日に説明しようと思ったんですよ。それにしては時間がないから。

そこはしっかりと据えてもらわんと、何のために今日の会議をやっているのか。 

（牛尾議員） それは今度の20日の次の諮問会議に紙にして。 

（塩川議員） メリハリをどうするかということでちゃんと話をしたんですよ。時間

がないんだからしょうがないじゃないかということで、それでこうなったんです。

（牛尾議員） 終的にはそれをつくってくださいね。 

（片山議員） 細かいことなんですが、局長ね、「地方行財政改革」ではなくて、「三

位一体の改革」でなければおかしい。地方だけではない。だから、全部直しても

らって、「三位一体の改革の15年度の芽出し」。それから、「会計検査院の検査

報告」だけでなくて、政策評価の活用なのですよ。わざわざ予算の基本方針を書

いてもらって、去年から実施しているのですから、それは今、評価委員会の報告

がずっと出ているから、それを入れておいてください。 

（林財務省主計局長） はい。いずれ、そういう形で対外的に説明するときにはいた

します。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。総理。 

（小泉議長） どうも遅くまでありがとうございました。改革加速のためにも、デフ

レの克服のためにも、政府・日銀一体となって実効性のある政策を検討していき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 

22



