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平成 15 年第２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 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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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。 
 
（竹中議員） お手元の「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。昨年の閣議了解に新たな計数の追加などを行い、24 日に閣議決定された。 
   今後の諮問会議の進め方については、前回、有識者議員からたたき台を出し、それ

を元に各大臣の御意見を踏まえ、各省庁とも調整したものを「平成 15 年の経済財政
諮問会議の審議について」というペーパーで配布した。 

   「１．平成 15 年度の目標」で、諮問会議も３年目を迎え、これまでの改革を目に
見える形で国民に示し、その結果、国民の抱いている不安が払拭され、将来に向けて
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明るい展望が持てるようになることが何より重要と考える。 
   このために、主要な議題として６つの事項を挙げている。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政策評価に関する議論がなされており、
それに対する政府からの答えを出す。５番目が「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資金が国債に流れているのではという御指摘
があり、それも踏まえた議論。６番目として「構造改革の評価・点検体制」だ。 

   別紙２として「平成 15 年度の諮問会議の進め方」とあるが、今年も昨年同様、年
の前半は「骨太第３弾」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論を行う。その際、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。年後半には
「骨太第３弾」を取りまとめた後、それを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、次年度予算に向けて改革を審議していく。その間、各大臣に改
革へのイニシアチブを発揮していただくため集中審議を行う。その上でこれらの成果
を「予算編成の基本方針」として取りまとめる。「改革と展望」については、次年度
に向けた作業を行う。 

（平沼議員） 前回私が提案した、「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、「民間によるサービス提供の拡大」が入っている。特に２点だけ申し上げれ
ば、現時点で非常に深刻な問題は、雇用と地方経済の問題で、地方の経済が非常に深
刻だ。何よりも産業を起こして雇用の場を提供することが必要だ。米国では非常に厳
しい時に、アウトソーシングの進展もあって産業支援サービスで約 580 万人、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。製造業も一生
懸命やるが、サービス産業の振興が大切だ。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掘り起こすべきだと考えており、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道を更に追
及していく必要がある。 

   それからスケジュールとして、医療制度改革は喫緊の課題で、３月中に基本方針を
まとめることになっており、次回あたりから議論に入ることが望ましい。 

   いずれにしろＧＤＰの 60％を占めている消費をいかに持続的に拡大するかが大切
で、経済財政諮問会議でもこれに努力をしていくことが必要だ。 

（塩川議員） 諮問会議は設置以来、非常に有益だったが、余りに細かいところに走り過
ぎた嫌いがある。もっと基本的な方針を決めて、その方針を内閣の方針だとして、具
体化していく道を講じてもらいたい。政策の大きい方向づけ、デザイン、基本設計が
出来れば、その実施は各省にできる範囲で任せ、各省からこの方針に沿ってどうした
か、どういう制度を考えているか持ち寄ってもらうようにして欲しい。私の方では税
制や予算編成ではこういうことをやっていると、報告しており、その実施状態も検証
してもらえると思っている。各省関係でも、ここで議論したことが具体的にどうなっ
ているか分からずじまいで、言いっ放しでは力が弱い。 

   ２番目の問題として、これも「基本方針 2002」の結果として、これが現在どのよ
うに政策として実現されたか検証すべき。我々でも行っているが、非常に難しい。 

   それからもう一つ、議題で、例えば社会保障審議会との関係等、どのように意見調
整をするのか。私どもには財政制度等審議会、税制調査会がある。ここでいつも意見
を言っているからとりわけ税制調査会とは連絡を密にしてきたが、財政審とも一層協
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調して足並みを揃えていかないと、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。地方分権の問題でも、この場で意見を言いたいと言っている。国が決めた
８条委員会とも絶えず意見の交流をしてもらいたい。 

   先ほど申し上げた、方針を決めて、各省に方針に沿って仕事をしろといった結果の
検証をどうするかについては、私の方でも一度案を提案するが、行政評価、検証、検
査については会計検査院や総務省行政評価局もある。我々は執行状態を調べたいと思
っている。この３つの監視機構をうまく束ね、有効なものにしていきたい。 

   今まで政府にはプラン・ドウー・シーのシーが抜けていた。この際、これを強化し
てシーの役割を諮問会議等できちんと行えば押さえが効く。是非お願いしたい。 

   日程の方については、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、給
付と負担の社会保障の在り方をしっかりとやらないと大変な問題になる。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。もう一つは地方分権の関係で、三位一
体の改革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ない。スケジュー
ル上、この優先順位を上げて欲しい。経済情勢、デフレの克服、経済活性化はずっと
やってきており、効果さえどうなっているか、やってもらえればいい。それよりも、
むしろ社会保障の負担の問題、地方財政の在り方の問題、それから特殊法人のこれか
らの問題、郵政民営化の問題という大きい問題をきちんと取り上げて、後ろから私た
ちが押していくという体制をとればよいのではないか。まず、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欲しい。 

（竹中議員） 今回「６．構造改革の評価・点検体制」を入れたのは、まさに有識者議員
からの提案だ。 

（片山議員） 前回も申し上げたが、あれもこれもという方式ではなくて、答えを出すも
のをある程度絞っていく。財務大臣も言われたが、基本的なもの、各調査会を越える
もの、それらが単独ではできないものに絞ればどうか。それについてはかなりの程度、
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。フィードバックは必要だが、そういう機能分担をすればどうか。 

   その場合、社会保障で給付と負担、年金と医療、介護の問題や、総理も言われて世
間的な関心も高い国と地方の三位一体改革は本格的にかなりのところまで答えを出
す。関係の省庁はそれに協力するという体制を是非とってもらいたい。 

   デフレと経済活性化の大きい選択についても議論は行っているが、議論をし過ぎて
かえって混乱している。議論を広げるのではなくて絞って答えを出していくというこ
とが必要ではないか。 
評価については政策評価法ができて、行政評価局に地方の出先として管区行政評価

局と都道府県行政評価事務所がある。これを使わない手はない。財務省、会計検査院
等と連携の仕組みをつくって、きちんと評価をして、次年度の予算や組織、定数の配
置に生かせれば、私は大変なことになると思う。まだトライアルだが、各省も本気に
なっており、連携の仕組みを作って欲しい。評価は政策だけではなく施策も事業につ
いてもやる。事前と半ばと事後に行う仕組みになっている。ただ、まだ効果が発現し
ている状況ではない。 

（塩川議員） 例えば、雇用関係で 4,000 億円という金がまだ使えることが分かってくる。
だから行政の執行の途中を見るということが非常に大事だ。 

（片山議員） それをやっていない。 
（小泉議長） これだけ雇用情勢が厳しいのに、どうしてそんなに余るのか。 
（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

集めたらたくさん金があったということだ。 
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（竹中議員） 硬直的な制度がたくさんあったということだ。今、両大臣が言われたこと
は、まさにこの資料の「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」のところでやる問題だ。 

（牛尾議員） 構造改革の評価と点検の体制というのは、2001 年に初めて骨太の方針で
工程表をつくって、これは非常に効果的だった。2002 年に経済活性化で工程表をつ
くったが、まだ工程表をチェックしていない。企業経営では工程表のチェックという
のは四半期ごとに行うので、１年たってやったのでは遅い。この問題は本格的にやる
べき。内閣府でこれまで２年間の工程表等を全部一回チェックすべき。各省に聞いて
も本当か分からないので、アウトカムから見て実態はどうなっているかの作業をこれ
からフルタイムで取り入れるべきではないか。企業経営では、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、最近は非常にＩＴなどでスピードが早くなっており、現在の行政の制度の矛
盾でもあるが、１年たってから調べても全然間に合わないことが多い。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。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。３つで費
用は３倍ぐらいかかるが、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
の気持ちでやる必要がある。会社でも監査役が決算が終わってから調べに行っても大
した成果はない。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
ことはないが、検討してみたい。 

   それから、特殊法人改革も、2002 年は余りクローズアップされず、むしろ 2003 年、
2004 年に特殊法人がどうなっていくか追いかけないといけない。そういう問題は、
５つも６つもある。総理や塩川大臣が提案をされ、初年度には新聞にも出るが、その
後は失速する。これは内閣府が継続事業にして、仕事の中に入れ込む作業が必要だ。 

（塩川議員） それが内閣の方針だということを出して欲しい。主計局だけではなかなか
やりにくい。 

（牛尾議員） これは諮問会議でそういう方針だと決めれば内閣府の仕事としてできる。
規制撤廃に関しては方針は決まっているが、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。いい方は文部科学省など非常に進んで
いるが、駄目なものもいっぱいある。それは次回に取り上げるので、そこで問題点を
明確にする。ある程度のところまで絞り込み、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私も賛成だ。今日出ているものを絞り込んでいって、各省、
各審議会を越えたものを中心に、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。 

（吉川議員） 塩川大臣、片山大臣の話を伺って思うに、私も「選択と集中」は経済政策
運営上も非常に大事だと思う。ただ、２段構えでいくべきだと思う。 

   小泉内閣は、短期的な経済動向にかかわらず、長期的なあるべき姿と矛盾するよう
な施策はやらないことを基本としている。長期的なあるべき姿に向かって進んでいる
ことは賛成だ。 

   一方、竹中大臣資料にあるよう、今年は構造改革の進展を目に見える形で国民に示
し、国民が将来に明るい展望を持てるようにすることが重要だ。その点、長期的にも
あるべき姿に向かい、短期的にも経済にプラスの影響を与える施策を確実に進めてい
くことが必要だ。 

   具体的には両大臣が言われたが、社会保障の将来像をはっきり示す。これは長期、
短期の経済双方にとって、消費不況、消費の低迷の観点から非常に重要。次に、規制
改革。これも、長期的にも短期的にも非常に重要。また、歳出の中身の改革も、財政
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は大盤振る舞いできない状況なのだから、長期的にもあるべき姿の方にいくし、足下
でも非常に重要な政策だ。これらを確実に、政策評価も踏まえて確実にやっていくこ
とだ。 

   短期的な効果が必ずしも期待できないことは、長期的なあるべき姿を目指し、工程
表も明らかにしながら粛々と議論を進めればよい。くり返すが長期的にあるべき姿に
向かい、しかも短期に効果があることを確実に実行していくことが、竹中大臣資料の
冒頭にある点を実現するために何より重要だ。 

（奥田議員） 平沼大臣が最初におっしゃったことに付け加える。特に医療制度改革は、
規制改革を通じた競争環境の整備、新しいサービス創出の観点から新規雇用、経済活
力を生み出す分野で、早急に取り組むべき。その時には、社会保障全体の問題として、
年金・介護等と一緒に、パッケージで見る必要がある。1つ 1つ議論していては、全
体の整合性が取れず、かえって時間がかかりすぎる。 
経団連で消費税を提案して物議をかもしており、消費税をやる前にやることがある

と塩川大臣も言われているが、まさにその点が諮問会議が取組む問題。医療、年金、
介護について相当深堀りした見通し、数字を出し、足りるか足りないかの問題から消
費税の論議に入っていくのだと我々は考えている。 

（塩川議員） 私も経団連のパンフレットを全部、２回読んだ。理念を議論し、社会保障
の責任、国民の意識の喚起が重要と書いてある。まさにそうだ。その点をもう一度議
論してほしい。 

   また、思うにしっかりと議論すべきだと思う。その点、タウンミーティングが大事
ではないか。タウンミーティングは非常に効果がある。財務省でも税制に関してやっ
たが、非常にいいヒントを得た。私は社会保障についても 15 回から 20 回ぐらいやっ
たらどうだと坂口大臣に言っている。全然違ってくると思う。国民から意見を聞くこ
とだ。 

（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、国の財政、地方
の財政、税制までいくと、いかにも諮問会議のテーマだ。社会保障だけなら社会保障
審議会等がある。国の財政、地方の財政、税制まで含めてとなってくると、諮問会議
の格好のテーマだ。 

（塩川議員） それはこの諮問会議の仕事だ。 
（竹中議員） ありがとうございます。今日皆さんから御意見を伺いテーマを出していた

だいた。頂いた御意見として、各審議会にまたがる大きなテーマを関係を明示しなが
ら諮問会議は取り組むべきだという点。それと同時に、具体的な成果が出てくるよう
すべきだという点。それが大きな方向性だと思う。 

   プロセスとしては、政策、改革、点検・評価ということに特に力を入れ、全体のシ
ステムとしてつくっていくことが大きな御指摘だったと思う。特に力を入れるテーマ
としては、社会保障、税の関係、国と地方にかかる三位一体の関係に早急に着手すべ
きとの御指摘だったと思う。更に教育、医療など潜在需要を掘り起こすような、今の
時点で目に見えるようなテーマが重要であるとの御指摘だったと思う。それを踏まえ、
今年は運営させていただきたい。 

（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） 是非そうしたい。また、その都度御相談しながらやっていきたい。 
（塩川議員） 私は土曜日、日曜日、全部出てもいい。 
（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。 
   それでは、今日は速水総裁から御報告がある。また、本間議員から「国民資産の有

効活用に向けた構造改革」について御説明いただくことになっている。 
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（速水議員） 資料は、構造改革の影響が直接どういう形で出てきているか、日本銀行の
全店を通じて報告させまとめたもの。後ほど読んでいただければと思うが、特に企業
再編の動きが非常に活発化している。「企業再編の動きの具体例」については固有名
詞は抜きにしたが、一度ごらんいただければと思う。 

（本間議員） 資料「日本経済の低迷と資金循環」につき説明する。 
   ここ２年間、制度改革を中心に議論を進め、成果も一部上がっているが、資金循環

の流れの中で日本経済の低迷を理解をすることは非常に重要。今後の我々の政策課題
を取り上げるにあたり大きな方向性を示唆している。資料に基づき説明したい。 

   最初に、事実を整理したい。一番最後のページ。マクロ経済と資金の流れとして
2001 年度と 1990 年度の比較をしている。90 年度は御承知のとおりバブルの絶頂期。 
一番右側の家計部門について。家計部門から民間の金融機関に対して預貯金が 160

兆円強増、郵貯、簡保、年金に対しては 250 兆円程度増。年金は保険料を積み増して
いるが、株式、社債等は 208 兆円から 143 兆円に大きく減少している。 

   つまり、家計部門は貯蓄を増やし、それを民間金融機関や、郵貯、簡保、年金等の
形で公的部門に資金を流し込み、民間金融機関が国債、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。民間金融機関の株式、社債の購
入は 80 兆円強減額しており、貸付けも 100 兆円近く減額している。したがって、企
業部門は株式を通じて資金が流れ込まず、貸付けも減って、そのことが設備投資の減
額につながる。 

   一方で郵貯、簡保、年金に入った資金は国債、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で大き
く増加している。 

   従って、萎縮する民間と拡張する政府部門という構図が、失われた 10 年の実像で
あり、この資金の流れを大きく変えることが我が国の経済活性化にとって極めて重要
だ。「民にゆだねるものは民に」という総理の御提案は正鵠を射ており、政策金融や
特殊法人でも金額が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、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、一つ一つの
制度に立ち入って議論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、改善していることは承知して

いるが、その資金は 35 兆円くらいの国債発行というオーダーで、ストックのオーダ
ーに比べ極めて少ない。これを繰り返せば、更に民間の金融資産 1,400 兆の中で公的
部門の支配する非市場的な金融が拡大をせざるを得ない。 

   資料２ページでも「民間部門の萎縮で、民間部門の貯蓄超過が拡大」と指摘した。
企業部門は貯蓄の方が投資を上回る資金供給者になっている。貯蓄もリスクを回避し
て安全資産である預金に流れている。ペイオフも解禁しておらず、政府保証の形で公
的部門にも関係している。 

   したがって、１月 20 日に吉川議員から改革の必要性として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」と提案し、
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
の総合設計でも、五月雨式に議論していることが家計部門の不安を大きくしており、
この点も留意をして進めていく必要がある。 

   それから、先ほども執行、ドゥーの段階、最終チェックのシーの段階の不十分さが
指摘されたが、それ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
進んでおり、我が国においても本格的に新しい財政システムの構築に向けて努力をす
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る必要性がある。 
最後に、国民資産の有効活用として、民間部門にいかにお金を流し込むか。その柱

建てとして公的債務の戦略的な管理、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、利払い等の部分について周到なマネージメントを実行していく。それから、
公的な資金循環メカニズムの改革について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。更に、年金制度改革においても、積立金の運用の在り
方等についても検討を進める必要がある。もちろん直接的には証券市場改革でリスク
マネーの供給を税制等も含め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。 

（速水議員） 民間議員の問題意識は共有できる部分が非常に多い。中央銀行の観点から
民間部門への資金の流れを活発化させるための課題として、３点付け加えたい。 

   １点目は、資金需要そのものを拡大すること。それには規制改革や税制改革等を通
じた経済活動の活発化が必要だと思う。 

   ２点目は、銀行部門の金融仲介機能を向上していくこと。これは、今、私どもも取
り組んでいる。 

   ３点目は、資金の流れるルートの改善と言うか、資本市場を活性化し、また、公的
金融を見直すこと。企業金融をもっと市場化していくことが必要だと思う。 
また、日本銀行としては、次のような面で貢献したい。１つには、銀行の流動性不

安の払拭や金利の低位安定を図ることで、銀行が貸出しに取り組みやすい環境をつく
ること。もう１つは、企業金融円滑化のためのサポートをしていきたい。  

（塩川議員） これは非常に大事な提案だ。郵政公社を控え、時宜に適している。財投改
革により郵貯・年金の資金運用部資金への預託義務がなくなったので、地方債や財投
債が問題になってくる。 
金融システムの流れの論点について本間議員のところで整理してもらえないか。あ

れもこれもと出たが、それをまとめる方向の議論をしてもらいたい。中間報告もして
もらいたい。 
実は、財務省でも独自に国債を含む資金の流れについての検討会を始めた。これと

も合わせて議論したい。 
（片山議員） 有識者議員提出資料４ページで、リスクを回避するということだが、現状

は、やはり証券市場がしっかりしていない。また、民間金融機関も不良債権処理や不
祥事などで信頼を失っている。その意味では、郵貯や簡保や年金を変えればいいとい
うことではなく、総合的な対策が必要で、それこそワンパッケージで考えることが必
要だ。 

   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だが、これは管理も
含めて中長期のしっかりした計画が必要だ。現在も、国会の承認を得て国債も地方債
も財投債も発行しているが、是非それは考えなければいけない。 

   郵貯については、お年寄りや田舎の人々の安心を考えると、私はセーフティネット
としてこのくらいあってもいいと思う。仮に、限度額を落とすとか条件を変えるとい
うことになると、いろいろな議論が出てくると思う。ただ、公社になるので今までの
郵貯や簡保の在り方でいいかということで、現在、一生懸命、生田新総裁を中心に経
営目標、経営計画や仕組みについて議論しているので、長い目で見ていただきたい。 

（牛尾議員） 資料４ページの「１．公的債務の戦略的な管理」はこれまでやったことが
ない問題だ。そのため、どういう形でやるか、どこがどうするかというところから議
論しないといけない。 

（塩川議員） 今はちょうどメニューが出ただけ。 
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（牛尾議員） それから注意してもらいたいのは、現在、世界の情勢が物凄い速さで動い
ている。資金の流れも油断するとヘッジファンドなどが違った形で登場する。国際的
整合性を勘案する必要がある。規制の在り方や税制の在り方などでも世界中で新しい
動きが見られる。 

   我々が、５年前の平均にむかって議論している最中に、世界は新たな動きをするの
で、我々もアンテナを張って、世界の情勢との整合性を注意しないといけない。この
１年は相当動くと思う。 

（塩川議員） 私のところも郵便貯金などが変わるから心配だったので、タイミングとし
てちょうどいい時期だ。 

（片山議員） しかし、財投にまだ 150 兆円以上残っている。すべての自主運用にはあと
５年間かかるが今は主力が財投だ。 

（本間議員） これまで財政投融資計画として財務省理財局を中心に一元運用してきたが、
まず年金が外れ、今回郵貯が外れていく。そして、財投債と財投機関債として資金調
達が多様化し分散化しているが、最後は政府保証するという形になっている。国債価
格の問題も含め、注意深く検討する必要がある。 

（塩川議員） 保証は国で、使うのはおれたちの勝手だとしたら、こんないい商売はない。 
（本間議員） そのため、政府の中でも利害対立する面が起こっている。ここはきちんと

利益相反にならないよう詰めていく必要がある。 
（塩川議員） その流れをきちんとしないといけない。国が保証してもしようがない。 
（吉川議員） 片山大臣が指摘された金融システムの安定は重要だと思う。 
   提出資料の図にはないが、実は現金通貨が物凄く伸びている。日銀券が、10 年前

に比べ倍以上になって、60 兆円を超えている。銀行預金すら信用しないで日銀券を
抱えるという状況になっている。大変な金融システムに対する不安であり、このよう
な状況で消費が活性化することはあり得ない。これは、政府として何とかしなければ
いけない重要なアジェンダだ。 

（小泉議長） 有識者議員の提案は、まさにこれからの市場経済、民間需要を促す基本的
なものだ。日本がどうして駄目なのか。弱者保護の名目で生産性のない部門にお金を
使っている。旧ソ連、旧東ドイツと似ているというのはそこで、社会主義的経済なん
だ。 
それを改めるのが構造改革だ。これは今までのことと全部反対だ。私が手を付けな

かったらみんな反対じゃないか。現状維持だ。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。 

（牛尾議員） 今は簡単には流れない。逆流してしまう。 
（本間議員） 我々は日銀に対し国債の買上げ増などを提案し、日銀にはご苦労いただい

ているが、オーダー的にいうと、総合的な資金需給の流れを管理していく発想も必要
な時期だろうと思う。 

（塩川議員） ビッグバンも金融機関が全部駄目だった。 
（竹中議員） 本日、有識者議員から紹介のあった資料はまさしく本邦初公開だ。本間議

員と跡田先生がかなり苦労をされ作成して下さった。是非、御活用いただきたい。 
   これまでの議論を整理すると、資料に基づいて、本間先生に論点整理をしていただ

きたい。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。公的債務の戦略的管理に手を付けなければならない。それと、総理が指摘され
たように、日本の構造要因の問題点が凝縮されているということなので、是非その方
向で議論をさせていただきたい。 

   最後に、総理からお願いします。 
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（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。これまでやってきた方
向、そして成果、将来という点を今後よく整理していただきたい。 

   特にこれからは、デフレ克服と構造改革を両立させ、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。
今後とも集中的に御審議いただきたい。 

（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。 

   また、今後の審議は今年の諮問会議の重点課題です。改革の成果と評価については、
民間議員を中心に検討していただき諮問会議に御報告いただきたいと思う。 

   次回は、規制改革などの審議を予定していますが、今日、社会保障や三位一体を早
期に取り組めという御指示がありましたので、日程を別途ご相談いたします。 

   本日は、ありがとうございました。 
  （以 上） 


