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経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 15 年第 1回） 

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 1 月 20 日(月) 17：47～18:45 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席議員 

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  平沼 赳夫  経済産業大臣 

同  塩川  正十郎 財務大臣 

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)「改革と展望－2002 年度改定」について 

(2)今後の諮問会議の進め方について 

(3)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第６号について 

○「改革と展望 –2002 年度改定」（案） 

○平成 15 年の経済財政諮問会議の課題（有識者議員提出資料） 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  ただいまから、今年第１回の「経済財政諮問会議」を開催いたします。

本日はありがとうございます。 

諮問会議も３年目でございますが、改革の推進に向けて活発な御審議をお願い
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いたします。 

    本日は、まず最初に「改革と展望－2002年度改定」について、諮問・答申を行

った後、今後の諮問会議の進め方について御審議を自由討論ということでいただ

きたいと思います。 

 

○「改革と展望－2002年度改定」について 

（竹中議員） それでは、「改革と展望－2002年度改定」の議題から入りたいと思い

ますが、この改定の諮問につきまして、総理大臣から御発言をお願い申し上げま

す。 

（小泉議長）  本日は、「改革と展望－2002年度改定」の作成を諮問することとした

いので、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。総理からの諮問文は、資料としてお手元に

配布してございます。 

    では、「改革と展望－2002年度改定」でございますけれども、本日提出しまし

た「改革と展望－2002年度改定（案）」は、昨年の12月25日の諮問会議に提出し

ました資料から、若干の文言の訂正はございますが、大きな変更点は特にござい

ません。 

    本日は、参考資料としまして、経済財政モデルを活用した中期的な経済財政の

試算を配布しておりますので、この試算につきまして事務方から説明をさせます。 

    坂政策統括官、お願いします。 

（坂政策統括官）  お手元の「改革と展望－2002年度改定（案）」のすぐ下にクリッ

プで止めてありますが、「内閣府作成」という参考資料がございます。これは、

その下に書いてありますように、閣議決定の対象となるものではございませんで、

この本文の方を御審議いただくための参考として作成したものでございます。 

    １枚開けていただきますと、「試算の性格及び前提」ということが書いてござ

います。特に２．のところでございますが、ここにさまざまな前提についての考

え方が書いてございます。 

    例えば、改革と展望の基本的な考え方は、2006年度までに云々という部分が多

い訳でございますが、表だけは2007年度になっておりますということですとか。 

    ３ページを開けていただきますと、具体的な前提として、例えば、投資的経費

は３％減だとか、あるいは投資的経費でも地方単独につきましては、片山大臣の

提出資料を踏まえまして、2006年度まで５％減という仮定をしております。 

    社会保障費なども、そこに書いてあるような仮定を置いてあるということでご

ざいます。人件費、その他につきましても、そこに書いてあるような仮定を置い

て計算をいたしておるということでございます。 

    次の４ページでございますが、最初に出てきますのが「基礎年金国庫負担割合

１／３の場合」ということでございまして、５ページを見ていただきますと、こ

こにありますようにまずマクロ経済でございますが、実質成長率は、2002年度、

2003年度、2003年度は経済見通しそのものでございます。2004年度以降でござい
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ますが、本文にありますように、2005、2006年辺りになりますと、だんだんと1.5％、

あるいはそれ以上というようになってまいります。 

    名目成長率の方は、それに若干遅れておりまして、2003年度は▲0.2％。2004年

度はプラス0.5％になりますが、実質成長率0.9％よりもまだ小さいということで

ございまして、物価上昇率は、４行目に書いてありますが、ＧＤＰデフレータは

まだマイナスであるということでございます。その後プラスになってまいりまし

て、言わばここで言うデフレ克服といったことと平仄が合っているということで

ございます。 

    下の「国と地方の財政の姿」でございますが、プライマリーバランスのところ

だけご覧いただきますと、合計のところ、足下は本文にもありますように若干悪

化しておりまして▲5.3％、あるいは2003年度も更に若干悪化して▲5.4％、2004

年度以降少しずつ小さくなってまいりまして、2010年度で▲1.3％、更にこのあと

小さくなってまいりまして、2010年代初頭には黒字ということでございます。 

    次の６ページを開けていただきますと、「国の一般会計の姿」というのがござ

います。ここもいろいろな前提を置いて計算してある訳でございますが、昨年と

若干表のつくり方が違いますのは、当然のことながら１年年度が後ろに行ってい

るということがありますが、そのほかにＮＴＴ－Ｂ償還時補助金といったものが

２段書きにしてあるということでございます。これは御承知のように、平成13年

度の補正予算で借りた分をこういうふうに返していくということでございます。 

    それから、下の方に（注）に書いてありますが、2004年度につましては0.6兆円

ほど自動車損害賠償保障事業特別会計への繰入といったものも、この48.6兆円と

いう歳出の中には含まれておるということでございます。 

    そうしたものも含めまして、例えば公共投資なんかは先ほど申し上げましたよ

うに少しずつ減らしていくといったようなことで計算いたしますと、公債金や何

かがここにあるような数字になるということでございます。 

    ７ページ辺りはそれをグラフにしたものでございます。 

    ９ページからが、「基礎年金国庫負担割合１／２の場合」というふうになって

おりまして、基本的には実は実質成長率はほぼ同じものになります。名目成長率

は、若干こちらの方が少し高目というふうになっております。 

    プライマリーバランスや何かは、基本的には同じ数字ということでございます。 

    歳出の数字なんかは、当然１／２にしたもので、社会保障関係費なんかはその

分増えているということでございます。 

    以上でございます。 

（竹中議員）  それでは、「改革と展望－2002年度改定」及び今の「参考資料」、繰

り返しになりますが今のは参考の試算でございますが、特に御意見ございますで

しょうか。 

（塩川議員）  そう言われても、今、出て、今、見てどうと言われても、イエス、ノ

ーは言いようないですね。殺生ですよ。お任せしますと言うよりしようがないと

思います。お任せします。 
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（竹中議員）  これは各省庁、かなり丹念にお回ししているものなんですが。 

（片山議員）  これは試算ですから、参考ですね。 

（塩川議員）  試算ですから、良い、悪いは判断しませんから、どうぞ言ってもらっ

て結構ですよ。 

（福田議員）  事前に回っているんでしょう。 

（竹中議員）  はい、回っております。 

（福田議員）  説明しているはずですよ。 

（塩川議員）  事前の説明なんて、私のところに５時ごろ来たんです。 

（坂政策統括官）  文章の方は、そもそも昨年から何度も。 

（福田議員）  これは前からの試算ですから。 

（竹中議員）  確認しますが、文章は今日回したということではなくて、各省庁には

行っているはずですので、そこは各省でひとつよろしくお願いいたします。 

    それでは、ただいま御説明しました「改革と展望－2002年度改定（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。 

（「はい」と声あり） 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、ここでプレスが入場しますので、

しばらくお持ちください。 

（報道関係者入室） 

（竹中議員）  それでは、先ほど総理に「改革と展望－2002年度改定」が答申されま

したので、総理からごあいさつをお願いしたいと存じます。 

（小泉議長）  「改革と展望－2002年度改定」を答申いただきましてありがとうござ

います。この「改革と展望－2002年度改定」については、早急に閣議決定し、中

期的な経済財政運営に関する政府の基本方針としたいと思います。 

    ３年目を迎えました諮問会議でありますが、今後も「改革なくして成長なし」

との方針の下に、本年は不良債権処理の加速と産業の再生、デフレの克服など、

政策強化を通じて改革路線を確固たる軌道に乗せてまいりたいと思います。諮問

会議の皆さん、今後とも活発に議論していただきまして、良い方向に日本を導い

ていきたいと思いますので、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。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員）  なお、この改定につきましては、24日金曜日の閣議において決定する

予定でございます。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（竹中議員）  続きまして、今後の諮問会議の進め方についての審議に移りたいと思

います。有識者議員から提出資料に基づいて御説明をお願いいたします。 

（吉川議員）  それでは、私からお手許の「平成15年の経済財政諮問会議の課題」、

民間議員４名の名前が書いてある紙を御説明いたします。 
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    まず、第１に「平成15年の目標」でありますが、経済財政諮問会議が2000年の

１月６日、省庁再編で創設されてから２年が経過いたしました。現在の最大の課

題は、小泉構造改革の進展を目に見える形で国民に示して、将来に向けて明るい

展望を持てるようにすることであると、民間議員４名考えております。 

    今年は、長年続いた不良債権問題に訣別して、経済活性化の確かな道筋を付け

なくてはいけない。規制改革・税制改革等によって、日本企業が力を発揮できる

環境を早急に整えるべきである。 

    また、徹底した行財政改革によって政府の無駄をなくすとともに、高齢化が進

展する中でも、国民が安心して将来設計を描けるよう社会保障システムを整えな

くてはならない。私どもは政策の４本の柱ということを昨年も強調してきた訳で

ありますが、これが引き続き課題になる。 

    15年の目標でありますが、４つ挙げております。 

    次の具体的な課題ということと重複しますので、ここでは４つの課題を比較的

簡単に説明させていただきますが、まず第１は、マクロ経済の機動的なマネジメ

ントということであります。政府・日銀が一体となって、デフレ克服をできるだ

け早期に実現しなくてはならない。 

    また、不良債権処理の加速とともに、規制改革・税制改革を強化して、企業や

地域の潜在成長力を高めなくてはならない。加えて、サービス等将来の成長分野

を大きく育てて、需要と雇用の創出を図る必要がある。これが、まず第１であり

ます。 

    第２が、社会保障のメニューを一体的に検討して、個々人の生涯にわたる安心

を構築したい。メニューを一体的にと言いますのは、社会保障には言うまでもな

く年金・医療保険・介護保険・雇用保険等いろいろなものがある訳ですが、これ

を一体として考えていく必要があるということであります。その際に我々民間議

員は、受益と負担の関係を明確にするためにも、あるいは合理的なシステムを設

計する上でも「社会保障個人会計」というものが不可欠だと考えております。以

上が第２です。 

    第３が、国・地方ともに徹底した歳出削減と行政のスリム化を行わずして、安

易に増税に頼ることは許されないということでありまして、そのために行財政改

革を行う。 

    第４が、資金の流れの側面も大きな問題である。過去10年を振り返りますと、

資金の流れが実は「民から官へ」というような変化になっている訳であります。

家計の貯蓄を将来の経済成長に結び付けるためにも、公的な資金メカニズムの改

革や、国債等の管理を戦略的にする必要があるということを言っております 

    以上４点ありますが、それぞれについて具体的な課題が２．として挙げてあり

ます。若干重複もありますが、あえて御説明いたします。 

    まず、経済活性化・デフレ克服・雇用創出のためにどういうことが具体的に課

題となるかということでありますが、これは先ほども申し上げましたとおり、政

府と日本銀行が密接な連携に基づいて、より実効性のある金融政策を展開する必
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要がある。 

    不良債権処理及び産業再生を一体的に進める。これは産業再生機構というもの

も近々できる訳でありますが、それがスピーディーに動く必要があるということ

を言っております。経済活性化のための税制改革を引き続き進める必要がある。 

    需要と雇用の拡大を生み出すためには、規制改革・特区を飛躍的に推進させる。 

    生活直結型のサービスや観光等の新産業分野を拡大する。 

    そのほか、雇用拡大プログラム、あるいは大学改革等が挙げてあります。 

    以上が１番目ですが、２番目が「生涯の安心の構築のために」、これは大変大

きな問題だと思います。現在多くの消費者、個人が将来不安というものを抱えて

いると思いますが、その一つの重要な原因が社会保障の将来像がはっきりしない

ということだと思います。今年は年金の議論等当然ある訳ですが、先ほどもお話

ししましたように、社会保障サービスを年金に限らず、年金・医療保険・介護保

険・雇用保険等を一体として持続可能なシステムをこの際はっきりさせる。将来

像をはっきりさせる必要があるということを言っております。 

    また、これも繰り返しになりますが、そのために言わば社会保障のインフラと

して、「社会保障個人会計」といったものがやはり必要なんではないかと、我々

民間議員４名はそのように考えております。 

    最後のページですが、３番目の課題「徹底した歳出削減と行政のスリム化のた

めに」ということで、「新財政システム」の構築ということが必要なのではない

か。 

    具体的には、複数年度予算の導入、あるいは現金主義から発生主義への移行な

ど、いわゆるニュー・パブリック・マネージメントの考え方に立った予算制度・

行政システム・公務員制度等を含む、「新財政システム」を考える必要がある。 

    この会議でも数回問題になりました、政策評価の在り方について引き続き検討

しこれを強化していく必要ある。 

    地方の行財政制度を抜本から見直す。これは国と地方の関係においては、国庫

補助負担金・交付税・税源移譲を含む税源配分の在り方について、三位一体で改

革する案をとりまとめる。三位一体ということも、この会議では繰り返し昨年言

われた訳であります。すべてにあてはまりますが、今年はこれを具体的に成果が

見える形で更に一層実現に努める必要があると考えております。 

    最後に４番目の問題ですが、「国民資産の有効活用のために」。これはいわゆ

る1,400兆円あるという資産の運用の問題でもありますが、公的債務については、

これを戦略的に管理するための新たな仕組みが必要ではないか。 

    郵貯・財投を含めた、公的な資金循環メカニズムを改革する。 

    公的年金の積立金の運用の在り方についても検討する。 

    リスクマネーの供給を促進するために、証券市場の改革も考える。 

    地域金融の在り方についても検討する。 

    以上が４つの課題に対する、具体的な論点であります。 

    最後に３．として「諮問会議の今後のあり方」ということでまとめております。
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先ほどもお話ししましたとおり、経済構造改革を遂行して、その成果を目に見え

る形で実現するには、政策決定プロセスにおいて諮問会議がより重要な役割を果

たすことが必要であると私どもは考えております。 

    役所のいわゆる縦割りを打破して、内閣主導での政策決定を実現する必要性は

一段と高まっている。また、利害対立が大きい問題ほど、透明な政策決定プロセ

スの中で、阻害要因を明らかにしつつ議論することが重要である。 

    諮問会議は、改革の方向性とその成果とを、国民への分かりやすいメッセージ

として発信し、説明責任を果たさなければならない。 

    公的年金をはじめ、社会保障システムの将来像をはっきりさせる上でも、この

会議が重要な役割を果たすべきではないかと言っております。 

    これまでも諮問会議は、予算編成を始めとする政策決定プロセスで大変大きな

役割を果たしてきたと思いますが、今後も政策提言がどのような成果をもたらし

たのかをきちんと評価して、継続的にフォローアップしていく必要がある。また、

今後一層の成果を得るためにも、各省庁が個別利害を超えて、構造改革の目的に

一丸となって取り組むことが必要だと考えております。始めにも述べましたが、

やはり３年目に入った訳ですから、今年は構造改革の成果が問われる年だと思い

ます。一つでも成果を上げるべくこの会議が大きな役割を果たすべきだというこ

とであります。 

    以上です。 

（竹中議員）  ありがとうございました。どうぞ民間議員の問題提起に基づいて、自

由に御発言をいただきたいと思います。 

    平沼大臣、どうぞ。 

（平沼議員）  民間の議員の皆様方から、大変有意義な御提言をいただきました。私

どもも大筋において、これはそのとおりだと思っております。特に御提言の中の

マクロ経済の機動的なマネジメントを行うことが何より重要であると、これは共

通の認識でございまして、具体的にはデフレの早期克服と不良債権処理の加速、

そして規制改革・税制改革の強化、全く私ども同感です。 

    細部にわたりますけれども、２ページ目の２．の「需要と雇用の拡大」の中で

「生活直結型サービスや観光などの新産業分野を拡大させる」、これも重大だと

思っておりますけれども、やはり需要と雇用の拡大を図っていくためには、これ

だけでは範囲が狭いのではないかと思っております。 

    私どもとしては、経済活性化の観点から言いますと、言うまでもないことです

けれども、新たな技術、あるいはインフラ、そして制度、標準等を総合的に組み

合わせまして、イノベーションを核とした経済社会システムを構築するというこ

とが非常に重要だと思っておりまして、これは民間議員の方々も当然共通の御認

識の中にあることだと思いますけれども、この辺は是非触れていただきたいと思

います。 特に需要と雇用の拡大という観点から言いますと、そういう要望を私ど

も出させていただきたいと思います。 

    それから、②でございますけれども「生涯の安心の構築のために」、これはそ
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のとおりだと思っておりますけれども、「社会保障サービスの一体化」となって

おりますけれども、１つの側面からは、社会保障サービスを産業と位置付けると

いう視点も非常に大切だと思っておりまして、大胆な規制緩和をすることにより

まして、そして民間参入を進め、そういう意味では新たな雇用を創出して効率化

を図っていくという視点も、これは当然皆様方お気付きだと思いますけれども、

こういった視点も是非入れていただきたいと思っております。 

    今後の在り方、進め方に関しましては、そのとおりだと思います。昨年の経験

を振り返ってみますと、諮問会議のプロセスにおきまして、大臣イニシアチブと

して、それぞれの大臣がイニシアチブを持って、そして諮問会議の１つの大方針

の下に努力したということは非常に成果が上がったと思っておりまして、今後の

プロセスにおいても私どもは一層効果的となるように、更に改善を加えて実現を

していったらどうかと思います。 

    では具体的にどういう観点かということでございますけれども、来年度の予算

に十分間に合うように、本年度の予算案でありますとか税制改正審議が終了する

直後に開始をして、そして時期を早めることによって第２ラウンドの審議という

ものを可能にしていくということが必要だと思いますし、また各省庁で共有でき

る部分については、そういう共有できるような目標を設定することも非常に効果

的ではないかというふうに思っております。そういう共通目標というのは、例と

して申し上げると、私どもの経済産業省が関係する課題としては、複数年度かけ

て取り組み、経済そして社会を変えるような需要創造型の技術開発でありますと

か、環境共生型の社会づくりを目指した総合的な環境政策、多様な資金ニーズに

対応した金融制度の整備、それから対日投資の促進というのがこれから大きな課

題になりますから、そういった共通したことを効率的にやるということが私ども

は大切だと思っています。 

    締めくくりで、やはり諮問会議というのは、コンセプトづくりも大事だし、報

告書づくりも大切ですけれども、３年目に入った訳でございますから、本当に何

が実現できるかという形で進めていくことがいいんではないかと思っております

ので、蛇足と思いましたけれども、意見として言わせていただきました。 

（竹中議員）  ありがとうございます。今日は、時間があと30分ぐらいですので、ひ

とつ効率的にお願いいたします。 

    では、速水総裁、片山大臣どうぞ。 

（速水議員）  金融政策につきましては、今後も中央銀行として、最大限の努力を継

続してまいりたいと思います。 

    思い切った金融緩和を私どもはやってきた訳ですけれども、これが一段と強力

な効果を発揮するための条件として、４つのことを申し上げたいと思うんですが、

１つは金融システムの機能強化と、産業再生が進んでいくこと。 

    ２つ目は、規制改革、税制改革等を通じた経済活性化。「改革なくして成長な

し」というのを今度こそ早め早めに成功させていきたいものだと思います。 

    ３つ目は、社会保障制度の将来に対する不安の解消。 
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    ４つ目が、民間需要を引き出すような適切な財政運営をしていくこと。 

    以上、諮問会議において、こうした観点から従来の発想にとらわれないで、建

設的な議論が行われることを期待したいと思います。 

    １つだけ有識者議員の方々の資料で伺いたいんですが、２の一番最後の・のと

ころで、「公的な資金の流れの改革」として「公的債務（国債・地方債・財投債

等）を戦略的に管理するための新たな仕組みをつくる」とありますが、ちょっと

これは意味がよく取れないんですが、どういうことを考えておられるんですか。 

（本間議員）  これは、次回に日本の資金の流れから見た構造の変化というものをお

話しさせていただきたいということで、今、資料を準備しておるところでござい

ます。その中で公的部門を経由する資金のストックとしての金額が、この10年間

激増をいたしております。この資金のストックの管理、これは今はばらばらにや

っておりますので、全体としてこれをきちんと管理していかないことには、恐ら

く資源配分の観点からいっても大きな問題だろうと思いますし、政府が抱えてい

る潜在的なリスク、これは金利の高騰、国債価格の下落等々の問題もございます。

地方への資金の供給の問題もございます。そういう意味で、全体としてレビュー

をしながら、それを総括的・横断的に、各省庁の管理を超えた形で、広い意味で

のデット・マネジメントのありようについて議論する場を設定する必要があるの

ではないかということでございます。 

（速水議員）  ありがとうございます。もう一つ、構造改革がうまく進んだ例の報告

を全国の支店から受けまして、それを簡単にまとめたものを次回に配らせていた

だきたいと思います。わかりやすく説明したいと思います。 

    以上です。 

（竹中議員）  よろしくお願いします。では、片山大臣どうぞ。 

（片山議員）  民間議員のペーパーを見せていただきまして、大筋は理解できますし、

考え方も私とほとんど近いと思っております。細部については、なおよく検討さ

せていただいて、更に意見を申し上げたいと思います。 

    そこで、ざっとした点を言わせていただきますが、大きな２の「③徹底した歳

出削減と行政のスリム化のために」ですが、この「新財政システム」というのは、

何となく分かる気はしますけれども、イメージがなかなかつかめない。打出しは

いいですけれども、中身は何だと、この辺は少しきちんと詰めた議論が必要だと

思います。 

    複数年度予算というのは、私も必要性は分からない訳でもないですが、今の憲

法は単年度主義です。そこで、その代わりに改革と展望や中期試算ができている。

その辺の位置付けをどうするのか。 

    それから、「政策評価の在り方を検討し、強化する」と。我々が今それをやっ

ておりますから全く同感なのですが、問題は制度ではなくて、運用上の活用の仕

組みです。それを予算や組織ベースでどうつなぐかという点で、それを諮問会議

において大いに議論していただいて、あるいは内閣の一つの意思として決めてい

ただければ、大きく強化できるのではないかと思っております。 
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    その次の三位一体の改革は、当然やらなければならないと思いますが、これは

徹底した歳出削減と行政のスリム化のためだけにやるのではない。書生論を言い

ますけれども、やはり地方分権の推進、地方の自立のためにやるので、金を削る

ためにやるというと矮小化されまして、説得力がありません。是非そこは書き方

というのか、表現の仕方を、御一考いただく必要があるのではないでしょうか。 

    それから、「役所の重複業務の統合」というのは、相当進んでいまして、具体

的に何と何なのかということです。幼保のことを言われているのか、あるいは下

水道、集落排水、合併浄化槽のことを言われているのか私もよくわかりませんが、

それなりに重複業務の整理はできておりますので、この辺も何なのか教えていた

だければありがたい。 

今、日銀総裁が言われた、公的債務を戦略的に管理するための新たな仕組みで

すが、今、本間先生からお話がありましたが、もう一つ私はぴんとこないので、

これもよろしくお願いいたしたいと思います。 

    それから、その下の「郵貯」「財投」をポツで結んで、公的な資金循環メカニ

ズムと。これは御承知のように、平成13年４月から資金運用部がなくなって、郵

貯や国民年金が資金運用部に自動的に入って、そこで財投計画に基づいて配分し

てということは制度としては全くなくなったのです。 

    もともと簡保はそうですが、今は郵貯も自主運用で、マーケットで運用してい

る。財投債を引き受けているが、財投債も国債ですから、マーケットで買うとき

には区別がないので、その辺はひとつ御理解いただきたいと思います。公社が４

月からスタートするので、奥田議員には、座長でいろいろやっていただいており

ますが、今、自主運用の資金をどういうふうに扱うかというルールづくりをやっ

ていただいておりますので、公社の立上げを温かく見ていただかないと、まだで

きていない前から、いろいろと舅、小舅風の注文はいかがかなと思います。 

    リスクマネーの供給は、そこにありますように、証券市場改革等でやるという

ことがポイントなので、リスクマネーの供給が少ないのは郵貯があるからだとい

うお考えかもしれませんが、もともとリスクを嫌う金が入っている。だから限度

を設けて、小口の個人を相手にしているので、その辺はひとつ御理解を賜わりた

いと思います。 

    以上、思いついた内容を言いますが、細部については別に言わせていただきま

す。 

（竹中議員）  今の御発言に関連してでも、特にございますでしょうか。牛尾議員、

どうぞ。 

（牛尾議員）  今、平沼大臣がおっしゃった、需要と雇用の拡大のところで、イノベ

ーションや、ハイテク関係による付加価値の増大とか、国際的な安い賃金に対す

る競争力の意識というものが抜けているというのは、御指摘のとおりだと思いま

すので、ここは若干充実した方がいいだろうと思います。 

    それから、どなたかおっしゃっていましたが、社会福祉のところですが、やは

り社会保障サービスの一体化を再設計するときに、この中でも民にできるものは
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民にわたしていくという、政府が支えるものの範囲をできるだけ少なくして、「民

にできるものは民に」という考え方をここでも入れる必要があるのではないかと

思いますので、少し表現は変わるかと思いますが、その部分も大きく重要な問題

として記した方がいいのではないかと。 

    この後に有識者議員の中には、これをどういう順位で、どういうスケジュール

でやるかという非常に重要な問題をまだ残しておりますので、それが具体化政策

との関連等も非常にありますので、これは次回か、その次ぐらいにお出ししたい

というふうに考えております。以上です。 

（竹中議員）  片山大臣、どうぞ。 

（片山議員）  私は、そういう意味で諮問会議というのは、財政運営や経済運営のヘ

ッドクォーター的な役割を果たして、大変有用だと思います。小泉改革のひとつ

のベースキャンプみたいになっています。 

    それはいいのですが、今、政府の調査会がいっぱいあります。税制調査会、財

政制度等審議会、地方制度調査会、地方分権改革推進会議といろいろある。そう

しますと、やはり基本的なことを諮問会議が突っ込んでやるべきではないかと、

各調査会を超えて、しかも基本的なことをです。戦線を拡大するのもいいですけ

れども、あれもこれもというのが戦略上いいのかどうかと、その辺はひとつ御検

討される必要があるのではないでしょうか。基本的なことでどこも議論していな

いようなことがあります。そういうことをしっかりやるべきではないでしょうか。 

（小泉議長）  まず、基本に立ち返って、私の内閣の使命は、「官から民へ」、「民

間にできることは民間へ」、「中央から地方へ」。郵政改革、財投改革、特殊法

人改革、これは公的部門の改革ですから、これは将来必ず成果が出る、税金の無

駄使いを防止する改革につながっていくものですから。 

それと「中央から地方」です。この前に税制調査会でも言ったけれども、「自

治」です。これは税財源を含めて県議会、市議会にもっと権限、税源を出してい

いですよ。地方は、任せておくとろくなことをやらないという考えが中央の役所

にはいまだにあるんです。旧自治省。 

（片山議員）  いや、各省にあるのです。 

（小泉議長）  そう各省にある。実際に見て欲しい、この財政状況を。この方が、余

程いい加減だよ、ここまで財政赤字を拡大してきて、そういう県議会、市議会、

地方にもっと財源・裁量権を与えていい。そういう中で補助金、交付税をどうや

って減らせるかと。前提は、まず県議会、市議会にどれだけ税源・裁量権を与え

るかと、そういう中で交付税の裁量権をどうやって考えるか。 

    これは、第１回の税制調査会で、私ははっきりと、全くシナリオに無いのに言

いましたけれども、これは大事なんです。これは諮問会議でもやらなければいけ

ない。 

    県知事だって、市長だって、増税やるときは「して下さい、して下さい。」と、

中央ばかりに、国会議員ばかりに押し付けるんです。それで「税金をくれ。」「あ

れをやって、これをやってくれ。」でしょう。真の「自治」を与えないと、自分
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で必要な施策は住民の負担なくしてできないという考えはできてこない。これは

是非とも、税制調査会でもお願いしたので、この会議でもやらなければいけない。 

（竹中議員）  奥田議員、本間議員どうぞ。 

（奥田議員）  これは、金融大臣か、日銀総裁にお聞きするべきなんでしょうけれど

も、年末のテレビに、いわゆる優秀な技術を持った中小企業の例が数回出たと思

うんですけれども、そのときに幾度と言っていたのは、それだけの技術を持って

おりながら、全然金を貸してくれないと、それは我々がここで議論してきたのと

まるっきり違う話であって、やはり世界で70％も80％もシェアを持っているよう

な中小企業が、２千万円の機械を買おうと思ったら、全然金を貸してくれなかっ

たと。 

    だから、そういうことは我々がやってきた話の中にも全然入っていない事実だ

と思うんですけれども、それがあんなテレビで出てくるのは、どこがどういうふ

うにずれてしまっているのか。 

（牛尾議員）  ある放送局で３つの例を挙げていました。 

（小泉議長）  一部にしか出さないんです。現にある信用金庫の人から聞いたけれど

も、むしろ今、都市銀行がリストラして、店舗を少なくしていると、その良い客

まで逃していると。それが逆に、中小金融機関に来ていると、資金は十分あると。 

    国会で野党がよく言う「貸してくれない」というのは全くうそだと言っていま

した。良いところにはたっぷり貸していると。野党とかマスコミの「資金がない」

とか「貸し剥がし」とか、あんなのに乗せられてはいかぬと私は忠告されたけれ

ども、現実は、むしろ、地元の良い企業が、都市銀行はこんなに良い客を逃して

いいのかと心配するぐらい、店舗を閉鎖してしまって良い客まで逃していると言

っている。その代わり中小金融機関では、一生懸命、人対人、つながりのあると

ころは十分貸しますと、だから悪いところばかり見てはいけないと言われたけれ

ども。 

（奥田議員）  我々は、悪いところを見せられていると。 

（牛尾議員）  調べて、あれはこうだとやられるとものすごくいいんではないですか

ね。 

（竹中議員）  ちょっとそれは参考にさせていただきます。ただ、一般論として言え

ば、今、総理がおっしゃったみたいに、貸してほしくて貸してもらえない側は、

常に銀行はけしからぬということを言うと、銀行からみると、やはり業務を精査

してみると非常に問題があるというふうに言うと。そこは当事者間というのは、

常にそういう傾向がありますので、やはり両方をフェアに見ていかなければ、片

足だけ見るとバランスが偏るということだと思っています。 

（牛尾議員）  では、問題がある訳ね。 

（奥田議員）  ただ、技術の面だけでみると、すごい技術だなと思うような技術だと

思うんです。ところが、そういうところに貸してくれないという話になると、今、

平沼大臣が言われたように、本当に良い技術を持った新規産業とか、あるいはこ

れから伸びるであろう成長産業とか、そういうところに金が回っていっていない
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という事実があるとすれば、それはここで我々がしゃべっていることと、現実の

世界とでは違うのではと。 

（平沼議員）  一般的に言えるのは、財務内容とか、そういうものが良いところには、

うるさいぐらい貸したい、貸したいと言って来る訳です。しかし、今までの銀行

というのは、ある意味では土地担保重点主義でございますから、技術なんかを評

価できる能力はない訳です。そうすると、財務諸表を見て悪かったら貸さないと

いう話で。ですから、私どもは政府系金融機関ですけれども、いわゆる事業内容

に着目してお金を貸すべきだということですから、そういう意味では、既存の金

融機関全般に優秀な技術が本当のものかどうか見分ける能力というものがないと

いうことも、私は言えると思うんです。 

    だから、技術に着目しないで、会社の内容に着目すると、ここは貸せないとい

うことになる訳です。 

（奥田議員）  それは完全にそうだと思います。だから、今は悪くても将来は伸びる

とか、非常に優秀な技術を持っているところは育てていかないと、日本の産業と

しては伸びないですからね。だから、あの番組を見ていると、国民に対してもの

すごく誤解を与えているのか、あるいは我々が騙されているのか、そこらをはっ

きりしなければいかぬなと思って。一遍私か、会社の名前はわかっていますから、

直接そういうところに行って話を聞いてこようと、実際にはそうやって思ってい

ますけれども、もし、現実にああいうことが起こっているとしたら、我々が考え

ているものとは全然違う方向に金融が動いているなと、そういう感じがしたもの

ですから。 

（竹中議員）  いろんな可能性があると思います。平沼大臣がおっしゃったような可

能性、銀行が判断を誤っている場合もあるだろうし、実は、客観的に評価すると、

技術力はあるけれども、商品性がないという場合もあるでしょうから、やはりど

ちらにも偏らない評価をしっかりしておかなければいけないということになると

思います。 

    ただ、それは我々もものすごく関心を持って見ているので、そこはいろいろな

形で検証していきたいと思います。 

（牛尾議員）  あの番組の場合は、中小企業でありながら10億円開発費に使って、ミ

クロからナノの部品を作っている訳です。全然引合がない。しかし、コンサルテ

ィングで相談にはいっぱい来ると。そういうものに対する説明をしようというと

きに、確かにこれは本当かなという技術の評価力の問題というのは、二通りあっ

て、堅実に言えば、引合のないものは駄目、相談だけだと金になりませんから、

そういうところでおっしゃるように非常に微妙なところにある訳です。 

    だから、ベンチャーキャピタルなら出すだろうけれども、銀行だと貸せないと

いうところが微妙にあるから、その辺も、金融の種類がどういうふうに絡んでい

くかということでしょうね。 

（竹中議員）  もう一つは、銀行自身が不良債権を持っていたら、よく分からないリ

スクは取りにくいというのがある訳です。だからこそ不良債権の償却というのを
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急ぐ必要がある訳ですが、さはさりながら、現実にお金を必要としている人も間

違いなくいる訳で、金融への新規参入について大いに促進したいという非常に強

い意欲を持っていますし、それはいろんな可能性が進行しております。本間議員

どうぞ。 

（本間議員）  片山議員がお話しいただいた問題については、次回もう少し数量的に

整理をさせていただきたいと思っていますが、これまで日本の予算編成というの

は、財務省を中心に、私は各国に比べてしっかりした予算編成をやってきたのは

事実だろうと思います。 

    ただ、この10年間大きく経済環境が変化する中で、その正当性というものを科

学的にきちんと検証していくということが、非常に強く求められる時期になって

おります。これは80年代後半から、各国とも成長率の低下、財政赤字の非常に大

きな拡大、政府債務の累増という問題がありまして、デット・マネジメント・ポ

リシーでありますとか、あるいはコスト・ベネフィット分析を通じてのバリュー・

フォー・マネーということが強調され、公会計制度の現金主義から発生主義への

移行でありますとか、Plan–Do-See という形で目標設定をし、その執行を効率的

にし、その効果を検証するという形で、事前の査定から事後の査定へというもの

の流れを予算編成に組み込んでいくということが組織的に行われたと。 

    我が国でも部分、部分ではやっていると思いますが、片山大臣の所掌の評価の

ところにつきましても、各国で行われている発生主義の取組という観点で言えば、

まだまだスタートしただけで、実効はまだ上がっていないというのが実際だろう

と思います。 

    この辺のところは時間が非常にかかる。各国とも複数年かかってこれを検討し

ていくということでありますので、社会保障制度改革、税制改革等の問題が議論

の俎上に乗せられている今の段階に、やはりきちんとした検討体制を組んで、全

政府としてこの問題に取り組むことが必要です。私はこれはプライオリティ付け

をきちんとし、政治家の方々が判断していくために必要な正当な材料をどのよう

に準備していくかということにもつながろうと思いますので、技術的な問題から

入っていくということが、やり方としては合理的ではないかというのが第１点目

であります。 

    もう一つは、大変失礼いたしまして、御指摘のとおり、地方分権、自治という

ものをどういう具合に実行していくかということの観点から、この問題は取り上

げられなければならない。その意味で三位一体の部分も位置付けられるというこ

とは御指摘のとおりでありまして、ここのところをもう少しきちんと書かせてい

ただきたいと思います。 

    ４番目の国民資産の有効活用のためということでございますけれども、郵貯・

簡保・公的年金の資金というのは、大変拡大をいたしております。そこで、今の

枠組みの中における運用、そういう議論を超えた形で、もう一度、国民経済上の

資金の流れをきちんと検討をし直すということも必要になってこようと思います。

また、経済がグローバル化してまいりますと、資金というものが高い収益率のと
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ころに流れて、地域経済においては、実は自分のところに貯蓄するよりも外に出

ていく金額が多くなって、必ずしも十分に資金が供給されないと、奥田議員が指

摘されたような問題が起こり得る訳であります。国全体として有効な資金配分が

どのように実現できるかどうかという将来に向けての問題も、この場できちんと

議論をしながら、解決策を探っていきたいというのが、ここの問題意識でありま

す。次回は、数字等も御紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

（片山議員）  郵貯が一時拡大しまして、270兆円近くまで達しました。ところが、例

の定額貯金の満期で、あれはものすごく高い利子だったのですが、急激に減って

きまして、もう今は230兆円台に落ちまして、将来の試算をしますと200兆円台に

なるのではないかと。それでも大きいではないかという議論が確かにありますか

ら、そこのところはどう考えるのかということ。 

    もう一つは、郵貯で相当の国債は安定的になってきています、満期まで持つの

で。だから、もしこれを本当に自由にしたら、国債管理政策との関係でどういう

ことになるのか。そういうことを含めて、複眼的に幅広く議論していくのが望ま

しい。 

（本間議員）  今、御指摘のとおり、公的債務を戦略的に管理するということは、そ

の問題も含めてトータルで御議論をしていただくと。 

（片山議員）  先のことを言っていただくのはいいのですが、スタートですので。座

長はそこにおられますけれども。 

（本間議員）  これは、奥田議員が委員長でいらっしゃいますが、諮問会議において

も議論を積み重ねていきたいと思います。 

（竹中議員）  ほかに、塩川大臣特にございますか。 

（塩川議員）  ありません。 

（竹中議員）  よろしいですか。それでは、今日の議論に基づきまして、これは民間

議員とも各大臣、各省庁とも御相談をいたしまして、次回に私なりの案と言いま

すか、御相談の上で提示させていただきたいと思います。 

    改めて整理しますけれども、「３年目として成果を出せ」というのが重要なポ

イント。それと、「基本に立ち帰れ」というのが同じく重要なポイント。その手

の関連で、改革のベースキャンプとして基本的なことをしっかりやれというのが

重要なメッセージであろうかと思います。 

      民間議員が出された大きなテーマ、経済活性化を更に強化するための問題、社

会保障全体のパッケージを含めた議論、それと新財政システムという中身は更に

詰めるとして、世界的な財政改革の流れを日本にシステムとして取り込む話、そ

れと、今出ました公的な資金のフロー、ストックの問題をきちんと議論する。 

    この４つ大きなテーマについて、更に御指摘いただいた基準、インフラ、イノ

ベーションの部分が抜けているではないかというようなこと。社会保障を産業と

しても位置付けるべきではないかと。 

    細部については、名称、また複数年度の問題、三位一体の書き方も含めて更に
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検討するということ。 

プライオリティを明確化するということ、そうしたことを含めて次回までに皆

さんと御相談しながら、今年の手順と順序について是非議論させていただきたい

と思っております。 

（塩川議員）  竹中先生ね、これを議論するんだったら、少し何日か前にでも提案を

出してもらわないと、今、ペーパー出されて、これで議論をと言われて、私は議

論の言いようがないんですけれども。 

（竹中議員）  先ほども塩川大臣おっしゃいましたけれども、私の認識では、何日か

前に。 

（塩川議員）  提案があるんだったら、何日か前に出しておいてもらわないと。 

（竹中議員）  民間議員のペーパーは先に行っているでしょう。 

（塩川議員）  私がもらったのは、今日の４時半ですもの。 

（竹中議員）  すみません、財務大臣、財務省には行っているんです。 

（塩川議員）  議論のしようがないもの。 

（小泉議長）  財務省の部下がいけないんだよ。 

（塩川議員）  これを今日の昼にもらってきたらしいんだけれども。 

（小泉議長）  ちゃんと行っているんだろう。 

（竹中議員）  行っています。 

（塩川議員）  それは、おれのところが出しているのが遅いのか。 

（小泉議長）  よく説明していないんではないか。 

（塩川議員）  説明聞いていないんだよ、ぱっぱと10分か20分でされても議論のしよ

うがないんだよ。 

（竹中議員）  それはおっしゃるとおりだと思いますが、財務省には行っております

ので、お願いします。 

    そこは、内閣府も各省も本当に協力して、しっかりとやりたいと思います。 

（片山議員）  各省とも来る直前に説明するのです、大臣が忙しいから。 

（小泉議長）  だから、２～３日前に説明すればいいんだよ。 

（塩川議員）  そう２～３日前に言っておいていただけたらね。 

（小泉議長）  その日に説明したら駄目だよ、各省も余裕を持って。 

（塩川議員）  10分前に言われたって、分からないですよ。 

（竹中議員）  それはそうですね。その点も含めて、しっかりとやりたいと思います。 

    本日は、ありがとうございました。 

 

（以 上） 
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