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経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 15 年第 2回） 

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 1 月 30 日(木) 18：00～18:50 

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)「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 

(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） 

○平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

○平成 15 年の経済財政諮問会議の審議について（竹中議員提出資料） 

○企業再編の動き－日本銀行の本支店を通じた企業ヒアリング結果－ 

（速水議員提出資料） 

○日本経済の低迷と資金循環（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２回目の経済財政諮問会議を開催させて
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いただきます。本日はありがとうございます。 

   本日は前回に引き続きまして、今後の諮問会議の進め方について御審議をいた

だきまして、実質的な議論を始めたいと思います。今日は時間の都合で７時ジャ

ストに終わらなければいけませんので御協力をお願いいたします。 

 

○「平成15年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 

（竹中議員） 議題に入ります前に、お手元にあります「平成15年度の経済見通しと

経済財政運営の基本的態度」について、昨年閣議了解されたものに新たな計数の

追加などを行いましたものでありまして、先週24日の閣議において決定されたも

のでありますのでお配りを申し上げております。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（竹中議員） それでは、今後の諮問会議の進め方について議論をさせていただきま

す。前回、民間議員の方からたたき台を出していただきまして、それを元に各大

臣の御意見も踏まえまして、その上で各省庁ともいろいろ打合せをして調整した

ものを本日お手元に配らせていただいております。 

   簡単に御説明したいと思います。「平成15年の経済財政諮問会議の審議につい

て」というペーパーで、１の「平成15年度の目標」ですけれども、諮問会議も３

年目を迎えまして、これまでの改革を目に見える形で国民に示すこと、そしてそ

の結果、国民の皆さんの抱いているような不安があればそれが払拭され、将来に

向けて明るい展望が持てるようになることが何より重要であるというふうに考え

ます。 

   このために、主要な議題として１から６まで６つの事項を挙げさせていただい

ております。それぞれのテーマについては前回と重複しますので説明は避けます

が、２ページ目をごらんいただきたいんですが、第１は「早期のデフレ克服のた

めのマクロ経済運営」、２番目が「経済活性化の一層の推進」、３番目が「国民

が安心できる持続可能な社会保障制度の確立に向けた構造改革」、４番目が「効

率的で簡素な政府の実現、地方の自立のための国と地方の関係のあり方の見直し

等に向けた構造改革」、この点は本日の予算委員会でもその評価をどのようにし

ていくのかというような議論がなされておりまして、それに対する一つの政府か

らの答えを出すということであろうかと思います。５が「国民資産の有効活用に

向けた構造改革」、これも本日の予算委員会で多くのお金が国債に流れていって

いるじゃないかという御指摘がありましたけれども、そういった点を踏まえた議

論、６として「構造改革の評価・点検体制」ということでございます。 

   それから別紙２、４ページで「平成15年度の諮問会議の進め方」がありますけ

れども、どのような日程で進めていくか、これはその都度その都度もちろん御相

談しますが、今年も昨年同様、年の前半は骨太方針の取りまとめ、今度は第３弾

ということになるかと思いますが、それの取りまとめに向けて経済の活性化、税

制改革、歳出改革、金融システム改革など、あるべき政策についてしっかりと議
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論を行う。その際、今年はこれまでの改革の進捗状況についても評価を行い、改

革を更に推進していくということではないかと思います。 年後半にはこの骨太

第３弾を取りまとめた後、それを来年度、今から言うと次年度の予算に反映する

べく、「予算の全体像」を取りまとめて、次年度予算に向けて改革を審議してい

くということになろうかと思います。 

   なお、その間、各大臣の改革へのイニシアチブを発揮していただくために集中

審議を行う。その上でこれらの成果を「予算編成の基本方針」として取りまとめ

ていく。「改革と展望」については、その次年度に向けた一定の作業を行ってい

く。そういうような大きな流れではないかと思っております。 

   一応文章表現も含めまして各省庁に事前に御相談しておりますけれども、もし

何か御意見がありましたらどうぞ。 

（平沼議員） この議題案につきましては、前回私が提案させていただいた課題で、

「イノベーションを中核とした経済社会システムの構築」と、それから「民間に

よるサービス提供の拡大」、これを入れていただいておりまして、私としては特

段問題ないと思っていますけれども、特に２点だけ、当たり前のことですが、申

し上げさせていただきたいと思います。現時点で非常に深刻な問題は、言うまで

もなく雇用と地方経済の問題だと思っています。私など地元に帰りますと、地方

の経済が非常に深刻だということです。それには、やはり何よりも産業を起こし

て雇用の場を提供していくことが必要だと思うんです。米国では非常に厳しいと

き、特に90年代にそれが軌道に乗ってきたんですけれども、アウトソーシングの

進展もありまして産業支援サービスでは約580万人、また教育、医療、福祉といっ

た生活支援サービスで約530万人の雇用増があったわけでございまして、私どもは

製造業も一生懸命やるし、これは努力していかなければいけませんけれども、サ

ービス産業の振興というのは非常に大切なことだと思っています。 

   その観点から、我が国においても教育、医療や福祉分野の膨大な潜在需要を私

は掘り起こすときだと思っておりまして、規制改革を軸として既存供給者だけで

はなくて新規参入を促して産業として活性化する。こういう道をもちろん今、追

及していますけれども、更に追及していく必要が私はあると思っております。 

   それからスケジュールで、これも当然このスケジュールに入っていると思うん

ですけれども、医療制度改革というのは喫緊の課題でございまして、３月中に基

本方針をまとめることになっているわけでございますから、早急に、できたら次

回くらいから議論に入っていくことが望ましいんじゃないか。 

   いずれにいたしましてもＧＤＰの60％を占めている消費、ここをいかに持続的

に拡大するかということが大切ですから、経済財政諮問会議でも皆様方そのこと

はよく御存じのことだと思いますけれども、あえて消費というものの持続的な課

題、これに努力をしていくことが必要だと思っております。以上でございます。 

（竹中議員） 塩川大臣、どうぞ。 

（塩川議員） まず諮問会議は設置以来、非常に有益だったと思っておりますし、ま

た意見の開陳をまとめていくのによかったと思うんですが、しかし、余り細かい
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ところに走り過ぎたという嫌いがあるんです。もっとやはり基本的な方針を決め

て、その方針は内閣の動かざる方針だとして、それを具体化していく道を講じて

もらいたい。それが１つです。 

   したがって、政策の大きい方向づけをしたら、これは我々はデザイン、基本設

計と言っているんですが、その実施は各省にできる範囲で任せて、各省からこの

方針に沿ってどういう具合にやったのか、どういう制度を考えているんだという

ことをひとつ持ち寄ってもらうようにしてもらいたい。そうすると、私の方では

税制だとか予算編成などというのはこういうことをやっているということはしょ

っちゅうやっておりますから、その実施状態も検証してもらえると思っておりま

すし、各省においてもここで議論になったことが具体的にどうなっているかとい

うことはこの場でわからずじまいであとはいいっ放しみたいになってしまったら、

それでは力が弱いと思うんです。 

   それから２番目の問題で、これも去年の「骨太2002」の結果として、これが現

在どのような状態に政策として評価されて実現してきているかという検証を一回

大ざっぱなことでいいからやってもらいたいと思います。私どもでもいろいろ検

証をやっていますけれども、いいかげんな数字しか出てこないのでわからないん

です。それがやはり親方日の丸なんですね。だから、ここをひとつきちんとして

もらおうということです。 

   それからもう一つ、私はよく聞くんですが、ここの議題になってくることが、

例えば社会保障審議会との関係をどういう具合に意見の調整をするのか。私ども

には財政制度等審議会というのがありますし、税制調査会というのもあります。

税制調査会はここでしょっちゅう意見をやっているから非常にうまくいっている

と言っているんですが、財政審にも一応いろいろな意見もあると思います。そう

いうのを意思疎通してもらわないと、諮問会議だけが独走しているという印象を

持たれたら困る。 

   地方分権の問題も、これは私が言うべきではないと思うんですが、意見をこう

いう場で言いたいと言っているんですね。そういうふうなことがいろいろあると

思いますが、国が決めた８条委員会の、そういう機関とも絶えず意見の交流をす

るということをしてもらいたいと実は私は思っているので、是非ひとつお願いし

たいと思っております。 

   先ほど申しましたような方針が決まって、各省に方針に沿って仕事をしろとい

った結果の検証をどういう方法でやるかということなんです。これは私の方でも

一度こんな案でどうだろうということをしますが、しかし、行政評価だとか検証

だとか検査だとかというのは会計検査院がございますし、それから総務省の中に

行政評価局というのもありますが、私などは執行状態がどういうふうになってい

るかということを調べたいと思っているんです。だから、そういう３つの監視機

構というものをうまく束ねた効果のあるようなことをしていきたい。 

   これは、今まで政府にプラン・ドウー・シーのシーが抜けていた。だから、こ

れはこの際、思い切り強化してもらってそのシーの役割を諮問会議等できちんと
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してもらったら大分押さえが効くと思うんですが、これは是非ひとつお願いして

ほしいと思います。 

   それからもう一つ、日程の方です。あれこれ一遍に言ってしまって恐縮ですけ

れども、日程の方で１－３月とずっとあります。ここで問題は、私はやはり社会

保障審議会等との関係をもって年金に対する考え方、つまり給付と負担の社会保

障の在り方というものをしっかりとやっておかないと大変な問題になってくると

私は思っております。これだけは早くスケジュールの中でこなしてもらいたい。 

   それからもう一つは地方分権の関係ですね。これを地方の三位一体で改革する。

これも相当早くかかっていかないと16年度の改正に間に合わぬと私は思うので、

ここら辺をスケジュール上、優先順位を上げてもらいたい。ここで書いてあるの

を見ましたら１－３月、４－６月のところで経済情勢、デフレの克服、経済活性

化、こんなものは言わずもがなでずっとやってきていることですから、これはこ

れなりで効果さえどうなっているかとしてもらったらいいんじゃないかと思うん

です。 

   それよりも、むしろ社会保障の負担の問題とか、地方財政の在り方の問題とか、

それから特殊法人のこれからの問題などというのは郵政民営化の問題とかありま

したね。ああいう大きい問題をきちんと取り上げて、そういうふうな問題の後押

しをしていく。後ろから私たちが押していくという体制をとってもらったらいい

んじゃないかと思っておりますので、是非ひとつお願いしたいと思います。 

   とりあえず2002年の結果として現在どのように進行しているかという実態をつ

かんでもらいたいと思っております。 

（竹中議員） 大変重要な御指摘ありがとうございます。今回「６．構造改革の評価・

点検体制」というものを入れましたのは、まさに民間議員からのそういう御意見

がありましたものですから。 

   それでは、片山大臣、牛尾議員の順番でお願いします。 

（片山議員） 前回の諮問会議でも言わせていただきましたが、やはりあれもこれも

という方式ではなくて、議論は私はいいと思いますが、答えを出すものはある程

度絞っていく。今、財務大臣も言われましたけれども、基本的なもの、各調査会

を超えるもの、単独ではできないようなものに絞っていったらどうかと思います。

それについてはかなりなところまで諮問会議で答えを出す。 

   あとは、方向、方針、道筋を示して、それぞれの調査会なり各省庁にやらせる。

フィードバックしていかなければならないと思いますけれども、そういう機能分

担を私はしたらどうかと思います。 

   その場合、大きな話は社会保障の給付と負担、年金と医療、介護まで入れるの

かどうか知りませんが、それから総理も言われて世間的な関心も高い三位一体の

改革を、これは本格的にやる。なでるだけではなくてきちんとかなりなところま

で答えを出す。関係の省庁はそれに協力する体制を是非とってもらいたいと思い

ます。 

   それからもう一つ入れるならば、やはりデフレと経済活性化の大きい選択です
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かね。議論はいっぱいしてきているけれども、議論をし過ぎて何だかわからない

ことになっているのではないですか。私はそれをある程度絞る、広げるのではな

くて絞るということ、答えを出していくということが必要ではないかと思ってお

ります。それから、評価のことについては、政策評価法ができて、行政評価局と

いうのは行政監察局が衣替えをしたのですけれども、出先も全部あります。７ブ

ロック、８ブロックの管区行政評価局と全都道府県に都道府県行政評価事務所が

あるのですが、これを使わない手はありません。財務省、会計検査院その他と連

携の仕組みをつくってきちんと評価をして、それを次年度の予算や組織、定数の

配置に生かせるようなものにすると、私は大変なことになると思います。まだト

ライアルですけれども、しかし、だんだん各省も本気になっていますから、これ

をきちんとやると今までないことなのですから、是非そこは各省の連携の仕組み

をつくって、評価は政策だけではなく施策も事業についても行います。事前と半

ばと事後ですね。そういう仕組みになっています。ただ、まだ効果が極めて発現

しているという状況ではないのですけれども。 

（塩川議員） そうしたら、結局雇用関係で4,000億円という金がまだ使えるのがわか

ってくるんです。こういうことが出てくるんです。ですから、絶対に行政の執行

の途中を見るということが非常に大事です。 

（片山議員） そうですね。それをやっていない。 

（小泉議長） これだけ雇用情勢は厳しいのに、どうしてそんなに余るんですか。 

（塩川議員） ポケットがいくつかあって、そのポケットに皆、少しずつ残っている

のを集めてきたらたくさん金があったということです。 

（竹中議員） 非常に硬直的な制度がたくさんあちこちにあったということですね。 

   今、両大臣が言われたことは、まさにこの４番の「４．効率的で簡素な政府の

実現、地方の自立のための国と地方の関係のあり方の見直し等に向けた構造改革」

ところでやる問題だと思います。 

   では、牛尾議員、吉川議員お願いします。 

（牛尾議員） 今、お話があった構造改革の評価と点検の体制というのは、2001年に

初めて骨太で工程表をつくって、これは非常に効果的であったわけです。 

   しかし、2002年には経済活性化には工程表をつくったんですが、まだ工程表を

チェックしていないんです。企業経営では工程表のチェックというのは四半期ご

とにやるわけですから、本当は１年たってやったのでは遅いので、そういう意味

では今日、経済財政諮問会議の民間議員の会合でもこの問題は本格的にやろうと。

企業ではフルタイムジョブなんです。だから、内閣府でこれまで２年間の工程表

やそういうものを全部一回チェックして、各省に聞いても本当かどうかわかりま

せんから、やはりアウトカムから見て実態はどうなっているかということをする

作業をこれからフルタイムで置こうじゃないかということを今、議論しています。

おっしゃるとおり、これが一番大事なんです。民間経営では、工程表のチェック

というのは一番大事な経営者の仕事です。 

   ただ、 近は非常にＩＴなどでそのスピードが早くなっているので、これは現
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在の行政の制度の矛盾なんですが、１年たってから調べても全然間に合わないこ

とが多いんです。だから、アメリカでは進行中のものをフロントオフィスに対し

てバックオフィスをつくって同時にチェックする。その瞬間、だめじゃないかと

いうことでそのバックオフィスをつくって、中央にいる我々のところにはミディ

アムオフィスがあるという、この３つです。これは費用は３倍ぐらいかかるんで

すけれども、違うところを節約してでもバックオフィスをつくるぐらいの気持ち

でやらないと、会社でも監査役が決算が終わってからちょこちょこ調べに行って

も大した成果はないんですよ。執行中にそれを同時にチェックしていく。行政に

はかつてそういうことはないんだけれども、これは検討してみたいと思います。

そういう意味で、執行中にチェックできるバックオフィスの構想が金融では既に

あるんですけれども、これをひとつ早急に検討したいということです。 

   それから、総理が2001年にやられた特殊法人なども、2002年には余りクローズ

アップされなくて、むしろ2003年、2004年に特殊法人がどうなっていくかいうと

追いかけていかないといけないですね。そういう問題を拾っていくと、５つも６

つもあるんです。総理が提案をされて、塩川さんが提案をされてやって、初年度

にはぱっと新聞に出るんだけれども、その後は何かすっと失速しちゃうんですね。

これは内閣府がそれを継続事業にする。もう仕事の中に入れ込んでしまうという

作業が必要だと思います。 

（塩川議員） それが政府、内閣の方針だということを出してくれると。主計局じゃ

なかなかやりにくいんです。 

（牛尾議員） だから、これは諮問会議でそういうことの方針を決めれば内閣府の仕

事としてやれるわけですから、それをしたいと思っております。 

   それから、規制撤廃に関しては方針は決まっているんだけれども、特区でも省

によっては株式会社もゼロというところもあるし、非常にばらつきがあるんです

ね。いい方は文部科学省などは非常に進んでいるんですが、だめな方はあえて名

前は言いませんけれども、いっぱいあるわけですね。それは次回にこれを取り上

げるので、そこのところでやはり問題点を明確にする。それで、ある程度のとこ

ろまで絞り上げるけれども、絞り上げたテーマはかなりのところまで答えを出す

という片山大臣の意見には私も全く賛成です。今日これだけたくさん出ておりま

すけれども、これを絞り上げていって、各省、各審議会を超えたものを中心に、

触るものに関してはかなり細かい方針まで出して渡すということを考えたいと思

っております。以上です。 

（竹中議員） 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 塩川大臣、片山大臣のお話を伺って発言したい。私も選択と集中とい

うのは経済政策運営上も非常に大事だと思います。ただ、この場合、私は２段構

えでいくべきではないかと思います。 

   この内閣は長期的にあるべき姿をはっきりさせ、それと矛盾するようなことは

経済の短期的な動きがどうであろうとやらない。長期的にあるべき姿に向かって

進んでいくという考え方を基本としていると理解していますが、それは大変結構
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なことだと思います。私も賛成です。 

   ただ、もう一方で、大臣の今日の紙にもありますが、今年はこの構造改革の進

展を目に見える形で国民に示して、国民が将来に明るい展望を持てるようにする。

こういうことが重要だと、これも私はそう思います。そういうことからすると、

重要なのは、長期的にもあるべき姿に向かっていて、しかも短期的にも経済にプ

ラスの影響を与えること、いわば一石二鳥ということを確実に進めていくという

ことではないかと私は思います。 

   具体的にはどういうことか。これは両大臣が言われましたが、やはり社会保障

の将来像をはっきり示す。長期的にも大事ですし、短期の経済にとってもこれは

非常に重要です。消費不況、消費の低迷ということに対する政策として非常に重

要なんですね。それから規制改革、これも何人もの方がおっしゃいましたけれど

も、長期的にもあるべき姿の方向に向かっていくわけだし、しかも足下でも非常

に重要です。それから、歳出の中身の改革ということも、財政は大盤振る舞いで

きないんですから、長期的にもあるべき姿の方にいくわけですし、足下でも非常

に重要な政策になる。こういうようなことを確実にやる。政策評価のことも何人

もの方がおっしゃいましたが、それを踏まえて確実にやっていくということだと

思います。 

   今、申し上げたことは短期的には必ずしも効果が期待できないことは議論しな

くていいということではない。それは長期的なあるべき姿を目指して、粛々と工

程表も明らかにしながら議論を進めていけばいい。足下で確実に実行すべきこと

というのは、繰り返しになりますが、長期的にもあるべき姿に向かって、しかも

短期に効果があること、これだけは確実にきちんと実行して点数を上げていくと

いうことが、今日の竹中大臣の紙の冒頭にあることを実現するためにも重要なの

ではないかと思います。 

（竹中議員） 奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） 平沼大臣が 初に申されたことについてちょっと私も付け加えたいん

ですが、特に医療制度の改革でございます。やはり医療制度の改革というのは規

制改革を通じて競争環境の整備、あるいは新しいサービスの創出と、こういった

観点から考えますと、医療というのは非常に新規雇用とか経済活力を生み出す分

野であって、これは早急にやらなければいかぬだろう。 

   そのときに社会保障全体の問題で年金介護とか、こういうものと一緒になって、

そしてやはりパッケージでそれを見ないと、一つずつこれだこれだとやっている

と全体の整合性がとれず、かえって時間がかかってしようがない。だから、経団

連で消費税を出して物議をかもしていますけれども、結局消費税をやる前にやる

ことがあるだろうと塩川大臣も言われていますが、まさにそれがこちらの問題に

なります。医療とか年金とか介護とか、こういうものについて相当深堀りした見

通しというものをやって数字をはっきり出して、それでもって足りるか足りない

かという問題から消費税の論議に入っていくというふうに我々は考えております

ので。 
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（塩川議員） 私も経団連のパンフレットを全部２回読みました。あそこに書いてあ

る理念を一回議論して、あそこから社会保障の責任と、何のためにやるんだとい

う国民の意識を喚起しようと書いてある。まさにそうだと思うので、そこら辺は

もう一遍やってほしいと思います。 

   また、思うにしっかりと議論すべきだと思う。やはり私は国民的なタウンミー

ティングをやる。タウンミーティングを竹中さんが始められたでしょう。あれは

非常に効果があります。うちの税制もまねをしてやったんですが、非常にいいヒ

ントを得ますね。ですから、社会保障についても私は15回から20回ぐらいやった

らどうだと坂口さんにけしかけているんです。そうすると、これは全然違ってき

ます。国民から意見を聞くことです。 

（片山議員） それで今、奥田議員が言われたようにワンパッケージで、それも国の

財政、地方の財政とつなげて税制までいくと、いかにもここのテーマです。社会

保障だけならば社会保障審議会などがあるのです。だから、それに国の財政、地

方の財政でもつなげて税制まで含めていけば、まさにこの諮問会議の格好のテー

マだと思います。 

（塩川議員） それはこの諮問会議の仕事ですね。 

（竹中議員） ありがとうございます。一応ここで今日皆さんの御意見でテーマを出

していただきましたけれども、更にいろいろな御意見としてあったことは、やは

りいろいろな各審議会もあるんだから、それにまたがるような大きなテーマを関

係を明示しながらここは取り組むべきだ。それと同時に、やはり具体的な成果が

出てくるようにすべきだ。それが大きな方向性だと思います。 

   プロセスとしては、政策、改革、いろいろなものの点検・評価というものに今

年は特に力を入れて、それを全体のシステムとしてつくっていけということが大

きな御指摘だったと思います。特に力を入れるテーマとしては、社会保障、税の

関係、それと地方と国にかかる三位一体の関係、これはむしろ早急に着手せよと

いうような御指摘だったと思います。更に教育、医療など潜在需要を掘り起こす

ような、今の時点でも目に見えるようなテーマが重要である。そういう御指摘だ

ったと思いますので、それを踏まえて是非今年は運営をさせていただきたいと思

います。 

（塩川議員） そういうスケジュールで考えてくれませんか。 

（竹中議員） 是非そのようにさせていただきます。またその都度いろいろ御相談し

ながらやっていきたいと思います。 

（塩川議員） 私は土曜日、日曜日、全部出てもいいから。 

（竹中議員） タウンミーティングをもっと大きな改革に活用せよという御指摘も重

要だと思います。 

   また必要でしたらこのテーマに後で戻っていただきますけれども、今日は速水

総裁から御報告がありますのと、５番のテーマ「国民資産の有効活用に向けた構

造改革」に関連して本間議員から御説明いただくことになっておりますので、先

に御説明をいただければと思います。速水総裁からどうぞ。 
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（速水議員） 今日お配りしてあります資料は、構造改革の影響が直接どういうふう

な形で出てきているのかというのを私どもの全店を通じて報告をさせたんです。

それをまとめたものをお手元に配ってあります。これは読んでいただければわか

りますが、特に企業再編の動きというのが非常に活発になってきております。こ

の点は固有名詞は抜きにしましたけれども、さっと一度ごらんいただければと思

います。以上です。 

（竹中議員） それでは、本間議員お願いします。 

（本間議員） それでは、お手元に「日本経済の低迷と資金循環」というペーパーを

用意しておりますので、代表して私の方から説明させていただきます。 

   これまで２年間、制度改革を中心にしながら議論を進めてまいりまして、成果

も一部には出ておるわけですが、資金循環の流れの中で日本経済の低迷というの

が一体どのように表れているかということをきちんと理解をすることは非常に重

要でありますし、今後の我々の政策課題を取り上げてまいりますときにも非常に

大きな方向性を示唆していると思いますので、お手元の資料に基づきながら説明

をいたします。 

   初に、まず事実を整理させていただきたいと思います。一番 後のページを

お開きいただきたいと思います。そこにはマクロ経済と資金の流れということで、

2001年度と1990年度の比較を数字で表しております。90年度は御承知のとおりバ

ブルの絶頂期にあるところでございます。 

一番右側の家計部門を見ていただきますと、預貯金を、家計部門は民間金融機

関に対しては160兆円強、それから郵貯、簡保、年金のところに至っては250兆円

程度積み増しております。もちろん年金の場合には保険料という形で積み増して

おります。一方で株式、社債等は208兆円から143兆円と、こういう形で大きく減

少をいたしております。 

   つまり、家計部門は貯蓄を増やして、それを民間の間接金融の銀行に、更には

郵貯、簡保、年金という形で公的部門に資金を流し込み、民間金融機関の方では

国債あるいは地方債を購入するというという行動を通じて更に政府部門の中に入

り込んでいる。民間金融機関はそのような動きの中で株式、社債においては80兆

円強減額をいたしておりますし、貸付けに至りましても100兆円近く減額をしてい

る。したがって、企業部門へは株式を通じても資金が流れ込んでおりませんし、

貸付けも減って、そのことが民間の設備投資の減額につながる。こういう民間部

門の構図がございます。 

   一方で郵貯、簡保、年金に入りました資金は国債、財投債、地方債を通じて中

央、地方政府あるいは財政投融資計画に入り、これが政策金融、特殊法人への貸

付け等において非常に大きく増えております。 

   したがって、萎縮する民間と拡張する政府部門という構図がまさに失われた10

年の実像でございまして、この資金の流れを大きく変えていくということが我が

国の経済活性化にとっては極めて重要でございます。「民にゆだねるものは民に」

という小泉総理の今までの御提案は、非常にその意味において正鵠を射ているわ
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けであり、政策金融や特殊法人においても、金額がかなりふくれ上がってきてい

る。収益性を生まないところに流れるお金が拡大し、そして収益、付加価値を生

み出す民間部門が縮小するという流れを、それぞれ一つ一つの制度にまで立ち入

って議論をしなければならない。 

この２年間、予算を中心に大胆に切り込みが行われ、改善をしておるというこ

とは十分承知をしておりますけれども、その資金は35兆円くらいの国債を発行す

るというようなオーダーでございますから、ストックのオーダーに比べると極め

て少ない。これを繰り返してまいりますと、民間の金融資産1,400兆の中で公的部

門の支配する非市場的な金融というものが更にどんどん拡大をしていかざるを得

ないというのが実像でございます。 

したがって２ページに戻っていただきたいと思いますけれども、そのことを簡

単に指摘しましたのが「民間部門の萎縮で、民間部門の貯蓄超過が拡大」です。

企業部門は貯蓄の方が投資を上回る資金供給者にも実はなっておるということで

ございますし、貯蓄もリスクを回避し、安全資産である預金に流れている。それ

はすべからく、ペイオフも解禁しておりませんので、政府の保証という形でこれ

が公的部門にも関係をしておるというところでございます。その事実の３は今、

述べたとおりでございます。 

   したがって、我々は１月20日に吉川議員の方から改革の必要性ということで４

本柱、「経済の活性化・デフレ克服と雇用創出」、「家計の将来不安の払拭」、

「徹底した歳出削減と行政のスリム化、地方の自立に向けた国と地方の見直し」、

「国民資産の有効活用」ということを提案をさせていただき、引き続き不良債権

の処理、産業再生、税制改革を進めると同時に、社会保障サービスの総合設計、

これは先ほどから御議論が出ておりますけれども、極めてばらばらに五月雨式に

議論をしているということが家計部門の不安を大きくしているということでござ

いますので、是非この点についても留意をして進めていく必要があろうかと思い

ます。 

   それから、先ほども執行、ドゥーの段階、あるいは 後のチェックのシーの段

階の部分の不十分さが指摘されておりましたけれども、そういうものも含めて新

しい財政システムの構築というのは国際的にもかなり進んでいるというのが現状

でございますので、我が国においてもそろそろ本格的に新しい財政システムの構

築に向けて努力をする必要性があるのだろうと思います。 

   後に、国民資産の有効活用ということで、民間部門にいかにお金を流し込む

かということ、その柱建てとして公的債務の戦略的な管理、これは当然のことな

がら流動性をきちんと確保しながら国債費、利払い等の部分のところについて周

到なマネージメントを実行していくということ。それから、これまで御議論がご

ざいましたけれども、公的な資金循環メカニズムの改革というものをフォローア

ップ体制を強化し、方向性をより明確にしていく必要があるということ。更には、

年金制度改革におきまして大きな積立てを行っておりますこの運用の在り方等に

ついても検討を進める必要性があろうかと思います。もちろん直接的には証券市
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場改革のリスクマネーの供給、これを税制等も含めて総合的にバックアップして

いくということが求められるということであります。 

   以上、資金の流れから我が国の構造改革に向けての問題について簡略にお話さ

せていただきました。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。速水総裁、どうぞ。 

（速水議員） 今の民間議員の問題意識は共有できる部分が非常に多いと思うので、

中央銀行の観点から３つのことだけ付け加えさせていただきたいと思います。 

   民間部門経由の資金の流れを活発化させていくための課題として、１つは資金

需要そのものを拡大していくこと。それには規制の改革とか税制の改革等を通じ

た経済活動の活発化が必要だと思います。 

   ２つ目は銀行部門の金融仲介機能を向上していくことで、これは今、私どもの

ところでも何とか増やしていきたいと思っています。 

   ３つ目が資金の流れるルートの改善といいますか、資本市場をもっと活性化す

る。公的金融を見直していく。企業金融をもっと市場化していくといったような

ことでございます。また、日本銀行としては次の面で貢献したいと思います。１

つは銀行が貸出しに取り組みやすい環境をつくっていくこと。銀行の流動性不安

の払拭とか、金利の低位安定といったようなことが大切だと思います。もう一つ

は企業金融円滑化のためのサポートをしていきたい。以上でございます。 

（塩川議員） これは非常に大事なことを提案されたと思って、まさに時宜に適した

と思いますことは今、郵貯の公社化がありますね。あれに伴って財政投融資資金

が全部変わってきますね。財投改革により郵貯・年金の資金運用部資金の預託義

務がなくなったんですから、特に地方債だとか財投債が非常に問題になってくる

と思うんですね。こういうのは民間に出てきますから、是非これは一括して金融

システムの流れで急いでやってもらいたいと思うんです。 

   ついては、これは本間先生が論点を一回整理してくれませんか。あれもこれも

と出たんだけれども、それをどういう具合にしようとするのか、まとめる方向の

議論をしてもらいたいと思うんです。したがって、これはひとつ是非研究しても

らって、中間でいろいろ報告してもらいたいと思います。私のところも実は独自

に、これだけ金利が下がってきたら国債政策は考えなければいかぬぞということ

で役所の中でも検討会を始めたところなんです。ちょうどいい時期だと思うので、

これは一回合わせて議論をしますからお願いします。 

（竹中議員） 片山大臣、どうぞ。 

（片山議員） 本間議員の御指摘はもっともだと思いますが、４ページですね。私の

所管は郵貯や簡保ですが、リスクを回避するというのはやはり証券市場がしっか

りしていないからです。民間金融機関も国民から今、信頼を失っています。不良

債権の処理の問題もあるし、不祥事も起こすし、そういう意味では総合的な対策

というものが要る、郵貯や簡保や年金を変えればいいということには私はなかな

かならないと思います。それは総合的な、それこそワンパッケージで考えてもら

うということが必要だと思います。 

 12



 
平成 15 年第 2回 議事録 

 
   それから、国債や地方債や財投債をどれだけ出すかという議論です。今は、勝

手に出しておいて引き受けるところに頼みますということです。だから、中長期

のしっかりした公的債務の管理の計画が要ります。場当たりではなく、計画は国

会の承認を得て国債も地方債も財投債も出していますけれども、是非それは考え

なければいけないと思います。 

   それから、私は郵貯の立場で言うと、お年寄りや田舎の人が多く小口の個人の

安心を考えると、私はセーフティネットでこのくらいあってもいいと思います。

これをもし限度額を落としたり条件を変えるということになると、やはりいろい

ろな議論が出て来る。ただ、今までの郵貯の在り方でいいのかどうか。簡保の在

り方でいいのかどうか。４月から公社になるので、今、一生懸命、生田新総裁を

中心に奥田議員にも御尽力いただいておりますが、どういう経営目標、経営計画

をつくり、仕組みをどう考えるかを議論しておりますから、その辺は長い目で見

ていただくということが必要だと思います。 

（牛尾議員） この民間議員ペーパーの４ページの「１.公的債務の戦略的な管理」と

いうのはこれまでやったことがない。だから、これはどういう形でやるか。これ

はやはりどこがどうするかというのは、そこから議論をしないといけないので。 

（塩川議員） 今はちょうど品物を並べてもらっただけでメニューが出ただけだから。 

（牛尾議員） この種のことは非常に重要な議論だと思います。 

   それからもう一つは、この作業も含めて 近世界じゅうの情勢が非常に動き出

して、資金の流れが違うし、資金の流れも油断するとヘッジファンドなどで違っ

た形で登場する場面ですから、国際的整合性というものを資金の流れプラス諸制

度で勘案する必要がある。規制の在り方とか税制の在り方も込めて世界中が動き

出したわけです。新しい動きです。 

   我々は５年前の平均に向かって今どうしようかと議論しているのが、世界はこ

の１年で動き出していますので、これは是非我々も世界の情勢との整合性という

ものを本当にアンテナを張って、竹中大臣にもしばしば海外に行ってもらって、

そこのところの整合性を間違えないようにしよう。この１年は相当動くと思いま

す。そこで非常にこの問題を提起しておきたいと思います。 

（塩川議員） 私のところも、郵便貯金などが変わるから心配なんです。それで、こ

れをやろうというのでちょうど思ったときです。タイミングとしてちょうどいい

時期です。 

（片山議員） しかし、まだ財投に150兆円以上残っています。すべての自主運用には

あと５年間かかりますが、今は主力が財投です。 

（本間議員） これまで財政投融資計画が一元運用という形で、議論が財務省理財局

を中心にして行われてきたんですが、御承知のとおり、まず年金が外れて、そし

て今回郵貯が外れていく。そして、今度財政の中で言えば財投債と財投機関債と

いう形で資金調達が非常に多様化し分散化している。 

   しかし、 後のところでは国が政府補償をするという形になっているものです

から、これは間違えますと国債価格の問題も含めて極めてタッチーな問題になる
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ので注意深く検討する必要がある。 

（塩川議員） こんな気楽な商売はないです。保証は国でやる。使うのはおれたちの

勝手だと、これは非常に妙な時代になってきました。 

（本間議員） ですから、政府の中でも利害が対立する側面がこの機能分化の中で起

こっている。ここはきちんと利益相反にならないような形で詰めていく必要性が

あるんだろうと思います。 

（塩川議員） その流れできちんとしないと、国が保証してもしようがない。 

（吉川議員） 先ほど片山大臣が金融システムの安定ということを指摘されたので、

私もそれは重要だということを言いたい。 

   本間先生が説明された図には書いていないが、実は現金通貨がものすごく伸び

ている。今は60兆を超えているのではないでしょうか。現金通貨というのは日銀

券、お札ですが、10年前と比べると倍以上になっているのではないかと思います。

端的に言って、銀行の預金すら信用しないで日銀券を抱えるという状況にこの10

年でなってきているわけです。これは大変な金融システムに対する不安であって、

こういう状況で消費が活性化するというようなことはあり得ない。銀行の預金す

ら心配で日銀券を抱える。これは今年中に政府としても何とかしなければいけな

い重要なアジェンダです。 

（小泉議長） 有識者議員の提案はまさに もこれからの市場経済、民間の需要を促

す基本的なものなんだけれども、ソ連と東ドイツとよく似ているというのはそこ

なんです。社会主義的経済なんです。ソ連も東ドイツもがたんとしている。 

   日本がどうしてだめなのか。似ているんです。弱者保護の名目で生産性のない

部門にこれだけ金を使っているでしょう。そこを改めるのが構造改革でしょう。

これは今までのことと全部反対ですよ。今、言ったものの大事な流れは、私が手

を付けなかったらみんな反対じゃないですか。現状維持です。だから、本質的な

大事なところをちゃんと伸ばしていかなければいけないと思います。 

（牛尾議員） 今は簡単には流れないですね。こうやると逆流しちゃうから。 

（本間議員） 我々は国債買上げ増とか言って、日銀にご苦労頂いていますけれども、

オーダー的に言いますとはるかにこの下の方の公的部門を流れていく資金が多い

ような状況でございまして、総合的に資金の需給の流れを管理していくという発

想が必要な時期だろうと思います。 

（塩川議員） ビッグバンに対しても金融機関が全部だめでしたね。ぼんやりしてい

ました。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。 

   ありがとうございます。ちょっと御紹介しますけれども、先ほど本間先生に紹

介していただいた、こういうものは実は今までないんです。ある意味でこれは本

邦初公開でございます。本間先生と跡田先生がかなり苦労をしていろいろな統計

を集約する形で作られたもので、非常に貴重でありますので是非御活用いただき

たいと思います。 

   皆さんの御議論の中では、これに基づいてひとつ本間先生に論点を整理してく
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れということと、それとやはりこれは官、民、それと直接金融、間接金融をワン

パッケージで議論しなければいけないということ、公的債務の戦略的管理に手を

染めなければいけないということ、それと総理がおっしゃいましたようにやはり

非常に大切な点が凝縮されて、日本の構造要因の問題点が凝縮されているという

ことですので、是非その方向で議論を今後させていただきたいと思っております。 

   時間があれですけれども、特によろしければこれで終わりたいと思います。総

理から 後に何かございますか。  

（小泉議長） 今日は大変いい議論を積み重ねることができたと思います。今までや

っている方向、そしてこの成果、将来、そういう点について今後よく整理してい

ただきたいと思います。 

   特にこれからはデフレ克服と構造改革を両立させて、規制改革、税制改革、社

会保障システム、中央と地方の分権、税源移譲、これを一体的にやらなければな

らないことですので、今後とも集中的に御審議いただきたいと思います。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。今日の方針に基づいて今後議論を進めてい

きたいと思います。 

   それと、今後の審議は今年の諮問会議の重点課題であります、改革の成果と評

価については民間議員を中心として検討していただいて諮問会議に御報告をいた

だきたいと思います。 

   次回は実は規制改革との関連で、時期的に鴻池大臣、石原大臣をお呼びして規

制改革のことをやりたいと思っておりますが、今日、社会保障や三位一体につい

ても早期に取り組めという御指示がありましたので、日程はまた御相談を是非さ

せていただきたいと思います。 

   ありがとうございました。 

 

（以 上） 
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