
 
 

平成 15 年第 1回経済財政諮問会議議事要旨 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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行われた。 

 

○「改革と展望－2002 年度改定」(案)について 

（竹中議員）  諮問会議も３年目、改革推進に向け活発な御審議をお願いしたい。 

  「改革と展望－2002 年度改定」の諮問につき、総理大臣から御発言をお願いします。 

（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、よろしくお願いします。 

（竹中議員）  ありがとうございました。 

   資料「改革と展望－2002 年度改定（案）」は、昨年 12 月 25 日の諮問会議提出資料か

ら、若干、文言修正したが、大きな変更点はない。参考資料として、経済財政モデル
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を活用した中期的な経済財政の試算を附した。事務方から説明させる。 

（坂政策統括官）  この資料は、閣議決定の対象となる本文の御審議の際の参考資料とし

て作成した。 

   最初の、試算の性格及び前提で、２．では、さまざまな前提を整理している。 

   ３ページは、具体的な前提を挙げている。例えば、投資的経費は３％減、地方単独

事業は片山大臣提出資料を踏まえ 2006 年度まで５％減と仮定している。社会保障費な

ども記載の仮定に基づいて試算している。 

   ４ページ以降は、基礎年金国庫負担割合１／３の場合である。 

５ページのマクロ経済の姿では、実質成長率は、2004 年度以降 2005、2006 年辺り

で、1.5％あるいはそれ以上になる。名目成長率は、若干遅れ、2003 年度は▲0.2％。

2004 年度はプラス 0.5％と実質成長率より小さい。物価上昇率は、2004 年度までＧＤ

Ｐデフレータはマイナスで、その後プラスとなるが、デフレ克服と平仄は合っている。 

   下の「国と地方の財政の姿」では、プライマリーバランスは、足下では若干悪化し

て、▲5.3％。2003 年度も若干悪化し▲5.4％。2004 年度以降少しずつ小さくなり、2010

年度で▲1.3％、更にこの後小さくなり 2010 年代初頭に黒字となる。 

   ６ページの国の一般会計の姿で、昨年の表と若干異なるが、ＮＴＴ－Ｂ償還時補助金

が２段書きにしてある。これは、平成 13 年度補正予算の借入分を返していくというこ

と。（注）で、2004 年度は約 0.6 兆円の自動車損害賠償保障事業特別会計への繰入が、

48.6 兆円の歳出に含まれる。そうしたものも含め公共投資等の前提に基づき試算する

と、公債金等は、こうした数字となる。 

     ７ページ以降は、それをグラフ化したものである。 

     ９ページ以降は、基礎年金国庫負担割合１／２の場合である。実質成長率はほぼ同

じで、名目成長率は、若干こちらの方が少し高目となる。プライマリーバランス等は、

基本的には同じ数字である。歳出で、１／２にしたため、社会保障関係費がその分増

えている。 

（竹中議員）  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が、よろしいか。 

                              （「はい」と声あり） 

（竹中議員）  ありがとうございました。「改革と展望－2002 年度改定」が答申されたの

で、総理から御挨拶をお願いする。 

（小泉総理）  「改革と展望－2002 年度改定」を答申いただき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う。 

     ３年目を迎えた諮問会議だが、今後も「改革なくして成長なし」との方針の下、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、政策強化を通じ改革路線

を確固たる軌道に乗せてまいりたい。諮問会議の皆さん、今後とも活発に議論いただ

き、良い方向に日本を導いていきたいと思うので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）  ありがとうございました。この改定は、24 日金曜日の閣議で決定する予

定となっている。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（竹中議員） 有識者議員からお願いしたい。  

（吉川議員） お手許の資料に沿って御説明したい。１．平成 15 年の目標では、経済財政

諮問会議が創設されて２年が経過した。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、将来に向けて明るい展望を持てるようにすることだと有
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識者議員は考えている。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、高齢化が進行す

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。政策の４本の柱を昨年も強調してきたが、これが引き続き課題になる。 

    15 年の目標として４つ挙げている。 

第一に、マクロ経済の機動的なマネジメントを行う。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すべきだ。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、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、需要と雇用の創出を図る必要がある。 

    第二に、社会保障のメニューを一体的に検討し、個々人の生涯にわたる安心を構築

したい。社会保障には年金・医療保険・介護保険・雇用保険等色々あるが、これを一

体として考える必要がある。有識者議員としては、その際、受益と負担の関係を明確

にし、合理的なシステムを設計する上でも「社会保障個人会計」が不可欠だと考える。 

    第三に、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。そのために行財政改革を行う。 

    第四に、資金の流れの側面も大きな問題。過去 10 年を振り返ると、資金の流れが実

は「民から官へ」という変化だ。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行う必要がある。 

    具体的な課題について、①経済活性化・デフレ克服・雇用創出のためには、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要がある。

不良債権処理と産業再生を一体的に進める。産業再生機構がスピーディーに動く必要

がある。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る。 

    ②生涯の安心の構築のためには、現在多くの消費者、個人が将来不安を抱えている

が、一つの重要な原因は社会保障の将来像がはっきりしないことだ。今年は年金の議

論等があり、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

険等一体として持続可能なシステム、将来像をはっきりさせる必要がある。 

   そのためのインフラとして、「社会保障個人会計」がやはり必要だ。 

    ③徹底した歳出削減と行政のスリム化のためには、「新財政システム」の構築が必

要だ。具体的には、複数年度予算の導入、現金主義から発生主義への移行など、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。政策評価の在り方について引

き続き検討し強化していく必要がある。地方の行財政制度を抜本から見直し、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。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。 

    ④国民資産の有効活用のためには、1,400 兆円ある資産の運用の問題だが、公的債

務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。 
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     最後に、３．諮問会議の今後のあり方をまとめた。経済構造改革を遂行し、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。役所の縦割りを打破し、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、国民への分かり易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。公的年金を始め社会保障システムの将来像をは

っきりさせるという面でも、この会議が重要な役割を果たすべきだ。 

    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きな役割を果

たしてきたが、政策提言がどのような成果をもたらしたのかきちんと評価して、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。３

年目に入り、今年は構造改革の成果が問われる年。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。 

（竹中議員） 有識者議員の問題提起に基づいて、自由に御発言いただきたい。 

（平沼議員） 有識者議員の提言は大筋において、そのとおりだと思う。特に、マクロ経

済の機動的マネジメントを行うことが何より重要であり、これは共通認識だ。具体的

にはデフレ早期克服と不良債権処理の加速、規制改革・税制改革の強化で、これも同

感だ。 

細部だが、資料２ページ目の「需要と雇用の拡大」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」とあるが、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。経済活性化の観点から言えば、新たな技術、

インフラ、制度、標準等を総合的に組み合わせて、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。是非、触れていただきたい。 

  それから、「生涯の安心の構築のために」について、「社会保障サービスの一体化」

とあるが、社会保障サービスを産業と位置付ける視点も非常に大切だと思っており、

大胆な規制緩和により、民間参入を進め、新たな雇用を創出して効率化を図っていく

という視点も入れていただきたい。 

    今後のあり方、進め方もその通りだと思う。昨年の経験を振り返れば、諮問会議の

プロセスで、大臣イニシアチブとして諮問会議の１つの大方針の下に努力し、非常に

成果が上がった。今後のプロセスでも一層効果的となるように、更に改善を加えて実

現すればどうか。 

    具体的には、来年度の予算に十分間に合うよう、本年度の予算案や税制改正審議が

終了する直後に開始し、時期を早めることによって第２ラウンドの審議を可能にして

いくということが必要だし、各省庁で共有できる部分については、共有できる目標設

定も効果的ではないか。共通目標の例としては、経済産業省関係では、複数年度かけ

て取り組み、経済、社会を変えるような需要創造型の技術開発や、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、

対日投資の促進等がこれから大きな課題になり、そういったことを効率的にやること

が大切だ。諮問会議は、コンセプトづくりも、報告書づくりも大切だが、３年目に入

れば、本当に何が実現できるかという形で進めていくことが良いのではないか。 

（速水議員） 金融政策については、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。思い切った金融緩和をやってきたが、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つ申し上げたい。 

第一に、金融システムの機能強化と産業再生が進んでいくこと。第二に、規制改革、
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税制改革等を通じた経済活性化。「改革なくして成長なし」を今度こそ早め早めに成

功させていきたい。第三に、社会保障制度の将来に対する不安の解消。第四に、民間

需要を引き出すような適切な財政運営。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。 

    有識者議員資料で、「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」とあるが、どういうこ

とを考えておられるのか。 

（本間議員） 次回に日本の資金の流れから見た構造の変化をお話しすべく資料を準備し

ている。公的部門のストックが、この 10 年間激増しており、資金ストックの管理を、

全体としてきちんと管理しなければ、資源配分の観点からも大きな問題だし、政府が

抱える潜在的なリスクの問題や地方への資金供給の問題もある。そういう意味で、全

体としてレビューをしながら、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。 

（速水議員） 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ており、それを簡

単にまとめたものを次回分かり易く説明したい。 

（竹中議員） よろしくお願いしたい。 

（片山議員) 民間議員提出資料の大筋は理解でき、考え方も私と近い。細部はよく検討

し、更に意見を申し上げたい。 

    ２③の「徹底した歳出削減と行政のスリム化のために」では、「新財政システム」

というのは、何となく分かる気がするが、イメージがつかめない。中身は何か、もう

少し詰めた議論が必要だと思う。複数年度予算は、必要性は分からないではないが、

現行憲法は単年度主義だ。また、改革と展望や中期試算ができているので、その辺の

位置付けをどうするのか。 

    「政策評価のあり方を検討し、強化する」とは、全く同感だが、問題は制度ではな

く、運用上の活用の仕組み。それを予算や組織ベースでどうつなぐかだ。諮問会議で

大いに議論していただく、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う。 

    三位一体の改革は、是非やらなければならないと思うが、徹底した歳出削減と行政

のスリム化だけが目的ではない。地方分権の推進、地方の自立のためにやる。金を削

るためというと議論が矮小化され、説得力がない。書き方は御一考いただきたい。 

    「役所の重複業務の統合等」は、実は相当進んでいる。具体的に何かというのが問

題だ。幼稚園、保育所のことか、下水道、集落排水、合併浄化槽のことか。重複業務

の整理と位置付けはできているので、この辺も色々教えていただきたい。 

日銀総裁が言われたように、公的債務を戦略的に管理するための新たな仕組みだが、

もう一つ私もぴんとこない。「郵貯・財投」を公的な資金循環メカニズムとして括っ

ているが、御承知のように、平成 13 年４月から資金運用部がなくなり、郵貯や国民

年金が資金運用部に自動的に入り、財投計画に基づいて配分する制度はなくなった。

今は郵貯も、簡保同様、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、マーケットで買うときには区別はない。郵政公社は４月

からスタートする。奥田議員に座長としてご尽力いただき、今、こういう自主運用の

資金に関するルールづくりをやっていただいている。公社の立上げを温かく見ていた

だきたい。リスクマネーの供給では、証券市場改革等でやることがポイントなので、

リスクマネーの供給が少ないものとして郵貯をお考えかもしれないが、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、小口の個人を相手にしている。 

（牛尾議員） 需要と雇用の拡大に関して、平沼大臣が仰ったイノベーションやハイテク
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による付加価値増大や国際的な低賃金への競争力の意識が抜けているという御指摘

はもっともであり、充実した方が良い。社会保障サービスの一体化を再設計する際に

は、政府が支える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

え方を取り入れる必要があり、その部分も重要な問題として記した方が良い。 

    有識者議員の議論でも、どういう順位、スケジュールでやるかという重要な問題を

まだ残しており、具体的な政策との関連等も踏まえ、次回か次々回に御提案したい。 

（片山議員） この諮問会議は、財政運営や経済運営のヘッドクォーター的役割を果たし

大変有用だと思うが、今、政府には税制調査会や地方制度調査会など調査会がたくさ

んある。したがって、諮問会議は各調査会を超えた基本的なことを突っ込んでやるべ

きではないか。戦線拡大もいいが、あれもこれもというのが戦略上良いのか、検討す

る必要があるのではないか。基本的なことでどこも議論していないこともある。そこ

をしっかりやるべきではないか。 

（小泉議長） まず基本に立ち返る。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」である。郵政改革、財投改革、特殊法人改革は、

公的部門の改革であり、将来必ず成果が出る。税金の無駄遣いを防止する改革につな

がっていくものだ。 

それと、「中央から地方」だ。先日の税制調査会でも言ったが、「自治」だ。税財源

を含めて県議会や市議会などにもっと権限、税源を出して良い。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。旧自治省。 

（片山議員） いや、各省にある。 

（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。ここまで財政赤字を拡大してきた。県議会、市議会など地方にもっと財

源・裁量権を与えて良い。その中で補助金、交付税をどのように減らせるかだ。前提

は、まず県議会、市議会などにどれだけ税源・裁量権を与えるかで、そういう中で交

付税の裁量権をどう考えるかだ。これは、第一回の税制調査会で、私ははっきりと、

全くシナリオに無いのに言ったが、これが大事だ。これは諮問会議でもやらなければ

いけない。県知事も市長も増税のときは「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。「税金をくれ。」「あれをやって、これをやって

くれ。」だ。真の「自治」を与えないと、自分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。税制調査会でもお願いしたので、是非ともこの会

議でもやらなければいけない。 

（奥田議員） 年末のテレビ番組で、優秀な技術を持った中小企業の例が数回紹介されて

いた。そのときに幾度となく言っていたのは、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いう話だ。我々がここで議論してきたのとまるっきり違う

話だった。世界で 70％も 80％もシェアを持っている中小企業が、２千万円の機械を

買おうとしても金を貸してくれなかったと。こうしたことは、我々がやってきた話に

は全然入っていない事実だと思うが、それがテレビで出てくるのは、どこがどのよう

にずれてしまっているのか。 

（牛尾議員） ある放送局で３つの例がでていた。 

（小泉議長） 一部しか報道していないのではないか。ある信用金庫から聞いた話では、

むしろ今は、都市銀行がリストラで店舗を閉鎖して、良い客まで逃していると。それ

で、都市銀行ではなく、逆に中小金融機関に来ている。資金は十分あると言っていた。   

国会で野党が「貸してくれない」と主張しているが、そんなことはなく、良いところ

にはたっぷり貸しているということだった。野党やマスコミのいう「貸し剥がし」な

どに乗せられてはいけないと忠告された。現実は、むしろ、都市銀行がこんな上客を
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逃して良いのか心配するぐらい、店舗閉鎖で良い客を逃していると言っている。中小

金融機関では、人対人で、つながりのあるところには十分貸すよう努力しているので、

悪いところばかり見てはいけないと言われた。 

（奥田議員） 我々は、悪いところを見せられているのか。 

（牛尾議員） 個別に調べてみるとよいのではないか。 

（竹中議員） 一般論として言えば、今、総理御指摘のように、貸してもらえない側は、

常に銀行はけしからぬと言い、銀行からは、業務を精査すると問題があると言う。当

事者間では、常にそういう傾向があり、やはり両方をフェアに見る必要がある。片方

だけ見るとバランスが偏るということだろう。 

（牛尾議員） 問題があるということだな。 

（奥田議員） 技術面だけ見ると、凄い技術だなと思う。そうしたところに貸してくれな

いという話になると、平沼大臣御指摘のように、本当に良い技術を持った新規産業や、

これから伸びるであろう成長産業などに金が回っていっていないという事実がある

とすれば、ここで我々が議論していることと、現実の世界では違うのではないか。 

（平沼議員） 一般的には、財務内容などが良いところには、うるさいぐらい貸したいと

言って来る。今までの銀行は、ある意味では土地担保重点主義で、技術などを評価す

る能力はない。それで、財務諸表を見て悪かったら貸さないとなる。そこで、政府系

金融機関では、事業内容に着目してお金を貸すべきだと努力している。既存の金融機

関全般に優秀な技術が本物か見分ける能力が欠如している。技術に着目せずに、会社

の内容を見るだけでは貸せないということになる。 

（奥田議員） 全く同感だ。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

いるところを育てないと、日本の産業は伸びない。だから、あのテレビ番組を見てい

ると、国民に対してもの凄い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、はっきりしなければいけないと思った。私自身でも、直接、話も聞きたいと思っ

ている。もし、現実にああいうことが起こっているならば、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と感じた。 

（竹中議員） 色々な可能性がある。平沼大臣御指摘の可能性もあるだろうし、銀行が判

断を誤っている場合もあるだろうし、客観的に評価すると技術力はあるが商品性がな

い場合もあるだろう。やはりどちらにも偏らない評価をしておかなければいけないだ

ろう。我々も強い関心を持っており、色々な形で検証していきたい。 

（牛尾議員） あの番組で紹介されていたケースでは、中小企業でも 10 億円もの開発費

を使い、ミクロからナノの部品を作っている。全然、引合はないが、相談にはいっぱ

い来る。技術の評価力の問題は、二通りあり、堅実に言えば、引合のないものは駄目

で、相談だけだと金にならないということになる。御指摘のように非常に微妙なとこ

ろにある。ベンチャーキャピタルなら出せるが、銀行では貸せないというところが微

妙にある。その辺は、金融の種類も絡んでくるだろう。 

（竹中議員） 銀行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。だからこそ不良債権の償却を急ぐ必要がある。しかし、現実にお金を必

要としている人も間違いなくいるので、金融への新規参入を大いに促進したいという

強い意欲を持っており、いろんな可能性が進行している。 

（本間議員） 片山大臣の御指摘については、次回もう少し数量的に整理させていただき

たい。これまでの日本の予算編成は、財務省を中心に各国に比べてもしっかりやって

きた。ただ、この 10 年間大きく経済環境が変化する中で、その正当性を科学的にき

ちんと検証していくことが、非常に強く求められる時期になっている。80 年代後半

から、各国とも成長率低下、財政赤字拡大、政府債務累増という問題があり、デット・

 7



 
マネジメント・ポリシーとか、あるいは費用便益分析を通じたバリュー・フォー・マ

ネーが強調された。公会計制度の現金主義から発生主義への移行だとか、Plan‐Do-See

と目標設定をし、執行を効率的にし、効果を検証するという形で、事前査定から事後

査定へという流れが予算編成に組み込むことが組織的に行われた。 

    我が国でも部分、部分では取り入れられたが、評価についても、各国で既に行われ

ている発生主義への取組みという観点では、スタートしただけで、実効はまだ上がっ

ていない。これは時間が非常にかかり、各国も複数年かかって検討している。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今の段階に、やはりきちん

とした検討体制を組み、全政府としてこの問題に取り組む必要がある。これはプライ

オリティ付けをきちんとし、政治家が判断するために必要な正当な材料をどう準備し

ていくかということにもつながる。技術的問題から入るのも合理的ではないか。 

    それから、地方分権、自治をどう実行していくかという観点から、この問題を取り

上げなければならない、その意味で三位一体も位置付けられるという御指摘はもっと

もだと思う。 

    国民資産の有効活用については、郵貯・簡保・公的年金の資金が拡大しており、今

の枠組みでの運用を超えた形で、もう一度、国民経済上の資金の流れを検討する必要

がある。経済がグローバル化して、資金が高い収益率のところに流れ、地域経済では、

貯蓄よりも外に流出する金額が多く、必ずしも十分に資金が供給されておらず、奥田

議員が指摘された問題も起こり得る。国全体の有効な資金配分をどう実現するかとい

う将来に向けての問題もきちんと議論する必要がある。次回は、数字等も御紹介させ

ていただきたい。 

（片山議員）  郵貯は一時拡大して、270 兆円近くまでいったが、ここ数年の定額貯金

満期の影響で、現在は約 230 兆円台で、将来は 200 兆円台と見込んでいる。それでも

大きいという議論があり、そこをどうするかは考える必要がある。また、相当の国債

を安定的に満期まで持っている。国債管理政策との関係も含めて、複眼的に幅広く議

論していく必要がある。 

（本間議員） そのとおりで、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

めてトータルで議論するということ。奥田議員が委員長を務めておいでだが、諮問会

議でも議論を積み重ねたい。 

（竹中議員） 本日の議論を踏まえて、次回に私なりの案を提示させていただきたい。 

    本日の議論を整理すると、「３年目として成果を出せ」というのが重要なポイント。

また、「基本に立ち返る」も同じく重要なポイント。関連して、改革の戦略本部とし

て基本的なことをやれというのが重要なメッセージだったと思う。 

  民間議員から提案された大きなテーマ、経済活性化を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の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と、公的資金のフロー、

ストックの問題をきちんと議論する。また、基準、インフラ、イノベーションの部分

が抜けている、社会保障を産業としても位置付けるべきではないかという御指摘もい

ただいた。細部では、名称、複数年度の問題、三位一体の書き方も含めて更に検討す

る。 

プライオリティを明確化することを含めて、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。 

（塩川議員） 注文だが、提案を含む資料は、事前に目を通しておかないと議論のしよう

がない。 

（小泉議長）  当日説明では駄目だ。各省も余裕を持って対応して欲しい。 
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（竹中議員）  その点も含めて、しっかり対応したい。 

   

（以 上） 


