
平成 15 年第 5回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 5回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年３月 10 日(月) 17：50～19:03 

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) 予算の構造改革について 

(2) その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○予算の構造改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○塩川議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年５回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

○予算の構造改革について

（竹中議員） 	 本日は予算の構造改革の審議です。時間は限られているんですが、予

算の構造改革の議論をして、その後で、できれば今議論になっております株価等
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との問題もありますので、少し経済状況全体についての話をさせていただきたい

と思います。実は、速水総裁はこの諮問会議の 後の御出席ということになりま

す。後でまたごあいさつを賜りたいと思います。 

それでは予算の構造改革ですけれども、この問題については１月に取りまとめ

ました本年の議題案の中で、効率的で簡素な政府を実現するために新しい財政シ

ステムの確立に向けた検討を行うこととしております。具体的に言いますと、予

算編成プロセス、行政システム等の改革、政策評価の活用、そういった検討課題

が挙げられているところでありますけれども、政策評価については昨年の４月よ

りいわゆる行政評価法が施行され、立法府においても議論が行われております。 

本日はこれらの事項を中心に御議論いただきたいと思いますが、まず有識者議

員から資料が出ておりますので、それについて10分程度御説明をいただきまして、

更にそれについて塩川大臣からも提出資料がありますので、その後で御説明をい

ただきたいと思います。それでは本間先生、お願いいたします。 

（本間議員） 民主主義というのは、予算を合理的に編成することに関して極めて難

しい側面を持っております。それは、代表者である議員がどうしても国民に対し

て甘くなるといいますか、選挙という試練を抱えておりますので歳出拡大的な要

求をやりがちです。更に行政の中では、各省庁がこれまでの行政の継続性の中で

歳出の拡大ということだけを目的とするということがございます。したがって、

予算の規模及び質についてどのように国家的なガバナンスを発揮させていくかと

いうことは極めて重要な問題であり、かつ非常にこれまで困難を伴ってきたテー

マであるということが言えようかと思います。 

国際的に見ますと、70年代ぐらいからこの問題意識が非常に広まりまして、税

財政に関してのコントローラビリティ及びガバナンスをどのように発揮させてい

くかということで、ニュー・パブリック・マネージメント、新しい行政システム

の構築ということが意識的に議論されました。それが具体化に向けて動き出した

のが大体80年代ぐらいでございます。こういうような動きを踏まえて、我々はフ

ロント・ランナーではなくラスト・ランナー的な部分もあるわけでありますけれ

ども、そろそろ予算編成の構造改革ということにも着手する必要性があろうかと

いうことで、今日「予算の構造改革に向けて」というペーパーを用意させていた

だきました。 

そのような問題意識の中で、まず予算編成の原則ということを再確認しようと

いうことから始めております。内閣が発足をして、まず国民に対してこの内閣は

何をするのかということを、マニュフェストというような言葉を使う場合もござ

いますし、国民との間でのコントラクト、契約というような言葉使いをすること

もあります。これは総理が国民に対して10項目ぐらいを挙げるケースが多いわけ

でありますけれども、明確にこのような社会、国家をつくりたいということを宣

言することから始まるということであります。 

これは実際には、白地に絵をかくというようなことでやれるわけではございま

せん。これは前内閣の今やっていることとの継続性の中で、新たにやれる部分の
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ところと継続の部分を組み合わせていく必要性が生じてくるわけであります。し

かし、宣言的な形で公約を明示することによって、行政あるいは与党を中心とし

ての予算編成の大ぐくりな大目標を設定をする。これを受けて各省庁が、大目標

に対して予算がどのように編成をされていくかということを中目標、小目標とい

う形でブレイクダウンしていくということが、実行の第２段階になってまいりま

す。 

したがいまして、この段階では政策を根本的にマニュフェスト、コントラクト

に従って再編成をして、その上で予算を具体的な金額にしていく、予算編成の段

階まで意識的に目標を結び付けていくということが実行でございます。そのため

には一般会計あるいは特別会計というような仕組みをより柔軟な形、弾力的な形

にすると同時に、予算の項、あるいは目についても大ぐくりに見直す。この段階

の中では柔軟にし、そして効率的な予算編成というものを実践していく。このた

めに、目標というものは設定される形になります。 

しかし、目標を設定し、弾力化をしていくだけでは、予算編成の中でモラルハ

ザードが起こってくる可能性がございます。つまり、緩く編成をすれば執行等も

含めてずさんになるということが起こり得るわけでありますので、そのために大

目標、中目標、小目標に対して、それがきちんと効果を上げているかどうかとい

うことを厳しく評価をし、それを予算の次のステップ、翌年度の予算に反映し、

成果を確実なものとしていくということ、これが予算編成のための３大原則であ

ります。 

我が国におきましても、総理が就任されてから実は予算編成プロセスは大きく

変わっております。まず、内閣機能の強化ということで、財政運営や予算編成の

基本方針など重要政策の基本的な方針に関する総理の発議権を明確にしておりま

すし、更には諮問会議を設置して調査審議する場として活用するということも作

動をしているわけであります。 

我々この２年間、総理主導の下で「基本方針」、「予算の全体像」、「予算編

成の基本方針」、更には１月には「改革と展望」という形でマクロ及びミクロの

双方の観点から予算編成の改革に向けて取り組んできたところであります。その

上で、財務省の御努力によって、予算のめり張りをつけるために概算要求を20％

増しにする一方、査定を厳格化した。塩川大臣が予算執行調査を主計担当者等に

御指導され、具体化していることも、これまた大きな成果であっただろうと私は

思います。 

しかし、部分的な形で予算の構造改革をしていくということでは、予算編成全

体の連続的な運営の中では非常に不十分でありまして、先ほどの宣言から始まり、

実行、成果をどのように行政の中に織り込んでいくかということが非常に重要で

す。各国とも、プラン・ドゥー・シー、シーの中にはチェックをしてアクション

をとるということを含んでこれを実践化をしているところでございます。 

まず、プランの段階ではできるだけ大目標、マニュフェストを受けて政策の成

果目標を数値を含めて具体的に提示して予算に結び付けていくこと。更には、思
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い切った重点化など大胆な歳出改革を行うこと。それから、予算配分に当たって

は費用対効果の事前評価を従来以上にきちんと作業の中に織り込んでいくという

ことがまず求められていくと思います。 

ドゥーの段階では先ほども申し上げましたとおり、いかに硬直的な予算配分を

弾力化し、時代に沿うものに再構成をしていくかというために、大ぐくりな予算

交付や繰越し等の単年度の弊害というものも含めて克服していくということも重

要なことになろうかと思います。 

更により重要なのは、この達成度を事後的に評価をして次の予算に反映させ、

予算編成の効率性を加速させるということ、加えて国民に十分に透明感を与える

ための工夫として公会計制度というものを現金主義から発生主義に変えていく、

あるいは予算の重点を移し変えるという作業の中で説明責任を果たしていくとい

うことが、必要になろうかと思います。 

こういうことは、部分的には実は総務省の側で政策評価の問題と行政評価・監

視の問題、この２通りから事後的な部分についてもいろいろ御努力をいただいて

いるわけでありますけれども、全体としての連動性、そして予算編成に向けての

明確な意思決定へのプロセスづくりというものを一段と強化をしていくというこ

とが求められてまいります。 

「４.今後の具体的取り組み」でございますけれども、ここはこれから我々が議

論をしてまいりますときに、６月の「基本方針」で内閣の政策の大方針を明示化

をしていくということが重要になってくると思います。それを受けて各府省が政

策成果目標を具体的かつ定量的に作成をし、諮問会議の場で審議することが必要

になろうかと思います。そして、従来は予算編成が極めて技術的でわかりにくい

ということがございますので、時代にふさわしいネーミングも含めて項目立て等

も見直していくということも重要性を増しているところだろうと思います。 

更には、総理のトップダウンの予算編成を明確に成果として結び付けてまいり

ますためには、「改革と展望」において主要な費目等についての複数年度にわた

る指針をより明確に示すこととか、あるいは「予算の全体像」において予算の優

先配分等の基本方針を明示していくということも必要かと考えております。 

更には、この政策目標を設定する一方、弾力性を持たせて、効果的な手法を各

府省が工夫するための方向の誘因を与えていくということも重要でございます。

裁量性を付与しながら、厳しく後で監査をするということを前提にしながら、予

算執行を弾力的な形に改めていくということも求められていこうかと思います。 

更には今、評価の問題を申し上げましたけれども、今のレベルでは私はまだま

だ日本の評価手法の高度化という点では課題、宿題というものも多いと思います

ので、是非科学的手法を開発しながら、情報の開示も含めて合理的な意思決定を

していくための努力が各府省に求められてこようかと思います。 

後に公会計制度の改革、これは先ほども申し上げましたけれども、管理手法

としての管理会計的な発想の中で、予算というものを現金主義から発生主義的な

会計への移行に努力をしながら着実に進めていく必要性があろうかと思います。 
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今、私が申し上げました課題というのは、例えば国民負担率でありますとか、

あるいはこれまで行ってまいりました公共投資、社会保障制度の改革、更には三

位一体を柱とする地方財政改革、あらゆる領域でこのようなものを明示化をしな

がら着実に進めていくということを国民に明らかにして、責任を取る形で内閣主

導型の予算編成というものを充実させていくということが求められているのでは

ないかということで、４人でこのような構造改革についてのペーパーをまとめた

ところであります。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 私のは簡単な話で恐縮でございますが、１枚のペーパーです。 

まず、私は経済財政諮問会議の在り方について十分にひとつ御検討いただきた

いと思います。一言で言いまして、この経済諮問会議が百貨店になってしまった

らいかぬと思うんですよ。そうではなくて重要な制度ですね、経済制度、財政制

度、それからそのときの社会的ニーズ、国際的関係というものの大きい問題の方

向性と、それからプランを出していただくということが私は諮問会議の大きい使

命だと思っているんです。 

そこで当面、それでは何を私たちは諮問会議に期待するかと言いましたら、１

の（２）のところに書いてありますように、今は予算の関係だけではございませ

んで国政全体を見まして一番大事なのは、やはり年金を始めとする社会保障制度

を本当にどう変えていくのかということでございまして、特に16年の年金改正問

題がございますが、これに今から取り組んでおかないと間に合わないのではない

か。 後は関係事務当局でやっておけということになってしまうんだったら、こ

れは国民の期待に反するような結果が出てくるんじゃないかという感じがしてな

らないのです。ですから、是非この諮問会議で骨組みだけ、こういう方向でいこ

うじゃありませんかと、この方向を決めるから関係のある各省が協議して答えを

持ってこいと、それをまた見てもらってここを直せというような、これこそ本当

に諮問機関としての役割をしてもらいたいと思う。 

それと同じように、国と地方の在り方です。私も総務大臣も、この６月には基

本的な考え方ということで国と地方の関係を国会に話をすると言っているんです。

ペーパーで出すとか何とかまではいっていませんけれども、とにかくある程度示

すと言っているんですが、６月までにはとても間に合わないですね。ここら辺は

諮問会議の議を経なければやはりこれは内閣としての決定になっていかないと思

うので、それでは地方制度調査会でやれ、地方分権改革推進会議でやれとおっし

ゃるのならば、もうそこに重点を置いてやるということもできますが、どこが責

任を持ってやるのかということの決定をきちんとしておいてもらいたい。そこで

議論を具体的に進めてもらいたいと思っているんです。 

それから、公共事業です。これは12月のときに問題になって、８月の概算要求

のときから思っていたんですが、これを一般会計歳出ですけれども、去年は３％

をこえる削減でした。しかし、毎年３％ずつ複利で下げていくんですから相当き

ついでしょうけれども、私は今度道路関係の見直し等もあってもう少し何とか考
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えろと言っているぐらいですから、公共事業の在り方、特に国際比較とかいろい

ろございますので、これも決めてもらいたいと思っているんです。 

そうすると、この３つの問題を諮問会議で方向を決めていただいたら、これこ

そそれぞれの持っております審議会だとか委員会だとかいろいろございますが、

そういうところの関係を持たせてある程度具体的な案が出していけるんじゃない

かと思っております。だから、諮問会議はデパートじゃなくて専門店として解決

してもらうようなことをひとつお願いしたいと思っています。 

それから２番目の問題ですけれども、今、本間先生がおっしゃったことと全く

私も同じ考えでございまして、プラン・ドゥー・シーのプランのところはやはり

諮問会議等で積極的に出していただく。その場合、民間の創意をここで反映して

もらう。経団連ではこういう案があろう、同友会ではこういう案があろう、ある

いは商工会議所でこういうことがあったがどうなんだと、そういう提案を積極的

に出してもらったらいいんじゃないか。そうでないと、役人は自分の机の上だけ

で考えていますから、実情に合わないことが役所には随分あるんです。ですから、

そういうのはやはり民の声を聞いて、それをこちらに持ち込んでもらうという一

つの重要なパイプにしてもらって、そこで政策成果目標等をひとつ考えていただ

くということにしてほしい。それで、むしろこういう問題があるが、各省で考え

て原案を持ってこいというふうにやってもらう。 

それから、ドゥーの方は皆、各省が責任を持ってやりますし、自己監査制度を

持っておりますので、これはやります。 

後のシーの方ですが、これは私どもの方で今いろいろ検討させていますし、

財政審の方とも相談してやっていきたいと思うんですけれども、これは是非シス

テマティックなものに変えていきたいと思っておりますので、ひとつ知恵を貸し

ていただきたいと思っております。 

それから今、当面する問題として、公社公団の会計の在り方とか、あるいは特

別会計の在り方ですね。こういうようなものについて、先ほど本間先生のおっし

ゃった３枚目の紙の一番下のところの⑥⑤④、ここら辺を一括して考えていかな

ければいけない。これは非常に重要なことです。それで、とりあえず私のところ

は今、主計局の方と相談しまして、特別会計と独立行政法人の会計の在り方、こ

れをできるだけ早い時期に企業会計に移行させるようなことをひとつ考えてみよ

うじゃないか、どういう方法でもって変えていったらいいか、財政審の方の了解

も得なければなりませんので、早急に財政審の役員の方々とそのやり方を検討し

たいと思っておりますので、これは本間先生が専門だからひとつ御発言いただき

たい。しかも、財政審にも税調も入っているんだから、本間先生も財務省の方で

すから、これは代理でやってもらわなければいけない。その点を頼みます。そん

なことです。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、今日は予算の制度についてお話をいただきたいと思いますが、塩川

大臣がおっしゃった社会保障制度、国と地方の在り方、これは今そういう準備を
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してもらっておりまして、今日も一部議論をさせていただこうかと思ったんです

が、予算審議等との関係もありますので時期を今、調整しているという段階でご

ざいます。これは是非、御指摘のとおりやっていきたいと思います。 

それでは、民間議員のペーパー及び塩川大臣のメモについて、どうぞ自由に御

発言いただきたいと思います。 

（平沼議員） 民間議員の方々の御説明を聞きまして、私どもとしては全体的に違和

感がなくて賛成できる面が非常に多いと思っております。 初の１の「効率的で

透明な予算制度の原則」に関しては、私どももそのとおりだと思います。 

いただいたペーパーの中で中心的な部分は４だと思っておりまして、今後の具

体的な取り組みに示されておりますけれども、私ども政策を実施している現場か

ら見ますと、特に重要なポイントは４の③ではないかと思います。政策実現のた

めに必要となる各省の裁量性の導入の部分でございまして、これは昨年８月に大

臣イニシアチブのときに私から、各大臣のリーダーシップの下で削減した予算を

優先度が高い分野に回すことができるような柔軟な制度が必要だということを申

し上げました。今回の提案は、こうした考え方にも対応するものではないかと思

っております。 

重要なことは言うまでもございませんけれども、現場の創意工夫を引き出すよ

うな仕組み、競って改革に邁進する意欲を刺激するような仕組みを導入すること

が私は非常に大切だと思っておりまして、そういう意味では大変御提案は私ども

はいいと思っております。 

私どもとしましては、政策評価担当部局を設けまして厳格な事後評価を実施し

てきているところでございますけれども、従前以上に取組を強めていきたいと思

っております。そういう意味では、大変結構だと思います。 

それから、塩川大臣からの御提案で、デパートではなくて専門店というお話が

ありましたけれども、ある意味ではデパート的な要素も全然否定してはいけない

と思っておりまして、例えば今日の株価の問題ですとか、その時々の経済の問題

などに迅速に対応することも必要ですし、それからこの国の経済政策、あるいは

産業政策をどうやっていくかというようなことも、この経済財政諮問会議の場で

不断にチェックをし、意見をまとめていく必要があると思います。ですから、中

心課題として３つのことは非常に必要なことですから、そこには異議はございま

せんけれども、そこだけではいかがかなという感じがしております。以上でござ

います。 

（竹中議員） ありがとうございます。では、御自由にどうぞ。 

（片山議員） 諮問会議の在り方で、塩川大臣が言われましたように、私もこの３大

テーマを中心に議論したらどうだろうかと思っております。公共事業の在り方に

ついては何をやるのか、少し焦点が定かではありませんけれども、予算から言っ

てもこの３つが も大きいわけですし、国民生活や国民経済にも も関係も大き

いので、それを中心にやることは私もいいと思います。 

地方制度調査会は行財政制度の幅広い議論をやるところで、むしろこれからの

 7




平成 15 年第 5回 議事録 

府県制度や大都市制度などを議論していくので、ここで国と地方の税財政中心の

突っ込んだ議論はしない方が適当だと思います。それから、地方分権改革推進会

議はいろいろな案をつくるところですが、去年の実績を見ると必ずしも評価がよ

くありませんので、これはこれで議論してもらえばいいですが、やはり三位一体

改革を議論するのは諮問会議が私は適当だと思います。地方分権改革推進会議の

方は、地方関係者の信用も今一つですから、そういうふうに思います。 

それから、本間先生のペーパーも塩川大臣のペーパーもそうですが、実は去年

から政策評価法が施行されておりまして、前の行政監察局が今、行政評価局に変

わって、出先があり人員も1,100人います。会計検査院が全部で1,200～1,300人で

すから、そういう意味ではこれを使わない手はありません。そこで、法律の中で

も予算を要求する段階で政策評価の結果を生かせと書いてあります。ですから、

是非16年度予算要求ではそうしてもらわなければいけないと思います。 

また、予算の決定に当たっても政策評価を活用しろと法律に定めています。15

年度予算編成では、私どもの方も十分でなかったと思いますけれども、法律どお

りにやるということが必要なので、政策評価を大騒ぎして行う以上、16年度予算

においてはこれを予算につなぐとか、組織・定員とか、これは私どもの方になり

ますけれども、それにつながないと意味はないので、ここの仕組みをしっかりと

関係のところと相談させていただきたい。財務省は主計局があるから主計局だけ

でやるということでは私はうまくいかないと思うので、会計検査院も入れて総合

的な仕組みをつくっていく必要があるのではなかろうかと思います。また、今、

主計局がおやりになっている予算執行状況についても当方の出先機関があるので

すから使ってもらったらいいと思います。さらに、今度の特区の執行状況につい

ても、私どもの出先機関を十分使ってもらったら、それだけの人数、スタッフが

いますので是非やっていただきたいと考えます。 

それから、一番の問題は評価の手法です。これが定量的だとか、いろいろ言っ

ていますけれども、まだしっかり確立していません。手法の開発はどこかにも書

いてありましたが、これは急いでやる必要があるのではないかと思っております。

後に公会計について、今日も決算委員会で質問がありましたが、今、財政制

度等審議会の小委員会と私どもの方の研究会でＰＴをつくってやっています。今

日、若松副大臣が 後、答弁したでしょう。あれがまさにそうです。だから、こ

れももしそういうことならば是非急いでスケジュールを決めどうやるかという相

談をさせていただきたい。中身は塩川さんの方かもしれませんが、独法そのもの

はうちの方の所管になっていますので、特別会計も含めてですね。特別会計もど

こをどうやるのか。これは中はばらばらですから、ひとくくりできないと思いま

す。仕分けをしないと。 

（塩川議員） だから、特別会計の中で種類によって部分的にやっていかなければし

ょうがないでしょう。 

（片山議員） その仕訳ですね。以上であります。 

（塩川議員） それから監査の問題です。今、会計検査院と、それから総務省には行
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政管理と評価とあるんです。 

（片山議員） 政策評価と行政評価・監視ですね。 

（塩川議員） これが一つになってやるのと、私どもの方の主計局と、この３つを役

割分担を決めないとできないと思うので、そこをシステマティックなものにしな

いとだめなんです。 

（本間議員） これは、各省庁で自己評価をきちんとやっていただく。そして、その

上で今、御指摘の総務大臣のところの行政評価、政策評価を行う。それから事後

的なラストリゾートとしては会計検査院がやる。そして、それを受けて予算の査

定は財務省が行う。 

（塩川議員） 各省庁によるところの自己評価は、皆、囲い込みですからわからない

んですよ。それが今までのいいかげんなことになってきた原因なんですから。 

（片山議員） 独法には評価委員会がありますが、各省にはない。自己評価と二次評

価だけですから、ここを何か考えなければいけないのかもしれません。 

（塩川議員） それは頼みます。 

（竹中議員） ほかによろしいですか。 

それでは、予定の時間より大分早いんですけれども、若干整理をさせていただ

きます。民間議員の方が出された宣言・実行・成果、まさにプラン・ドゥー・シ

ーを枠組みとしてやっていくことに関しては皆さん方向としては賛成であるとい

うことかと思います。それで、それぞれについて幾つかのポイントがある。 

まずその目標というもの、宣言というものはどのような形でどこまでできるの

かということに関しては、塩川大臣のメモにいろいろ検討せよということがござ

いました。それと、各省の裁量性が大変重要だけれども、それについてどのよう

にするか。これは平沼大臣から御指摘がございました。片山大臣からは、その評

価が大変重要であるけれども、その総合的な評価の仕組み、会計検査院、総務省、

財務省の総合的な仕組みが必要である。さらには、それを平成16年度予算に生か

すという決意が必要であるということ。それと評価の手法、これは公会計も含め

て具体的にだれがどのようにやっていくかというスケジュールをしっかりとつく

れと、そういう御指摘であったかと思います。では、是非そのような方向でと思

います。 

（本間議員） 民間議員は、現在これを来年度予算の中でどのようにできるところか

ら織り込んでいくかということを考えております。次回以降の諮問会議では、こ

れまで「基本方針」を２年間やってまいりましたので、これまでの基本方針など

の取組について問題点や進捗状況をレビューという形で包括的に整理してお諮り

し、議論をしていただきたいと思っております。それを受けて各省庁に対して今

後の検討課題として出させていただいて、それぞれの大臣の下で御検討頂いた上

で、そしてそれを諮問会議で審議し、６月の「基本方針」に結び付けていくとい

う作業をまずやらせていただきたい。その中では、政策目標として、総理のマニ

ュフェスト的なものも御指導いただきながら織り込んでいくということも、６月

までの間に相当集中的に議論をしなければならないのかなと思っております。そ
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れがまず第一弾的な要素ではないかと思います。 

そのためにも、各府省に対してこういう新しい予算の構造改革をするというこ

とを周知徹底をして、この考え方の中で各府省の準備的な対応、体制というもの

を是非お願いをして、歯車が噛み合うような形にしていただけないか。我々だけ

が進んでも各府省の対応が遅れるとうまく回転をしていかないということでござ

いますので、諮問会議の場でこのように議論をして、総理から各府省に御指導を

していただければと考えております。 

（塩川議員） 各省庁から意見を持ってこいというのは、平沼さんのおっしゃる百貨

店式のものなんですね。これをやっていたら、私は基本問題がやっていけないと

思うんです。ですから、諮問会議はこういう問題についてある程度こういう方針

で決めたから、おまえたちの方で具体化をどうするか持ってこいと、トップダウ

ンとは言いませんけれども、そういうことでやらないと、この前みたいに各省を

順番に呼んで政策だけ言わせたら夢物語ばかり出してきて、それは聞いていたら

話としては面白いんだけれども、それは政策に結び付くでしょうか。私はそれを

非常に心配するんです。 

（本間議員） 今、申し上げましたのは、予算の構造改革に向けて各府省が前向きに

取り組むということで、予算要求的なことを議論していただくというよりも、む

しろ実務面も含めて何が各府省でこういう流れの中でできるかということをきち

んと勉強をしていただきながら、エクササイズとして来年度予算から始めていっ

ていただければ、その方が効果的に前に進むのではないか。 

具体的に申し上げますと、先ほど財務大臣からお話が出ましたとおり、国立大

学が実は独法化をいたします。それは恐らく一つのモデルケースとしてここで先

行的にお願いをするというようなことも考えられると思います。そういう流れの

中で各府省がどういうことをやれるかということを御検討いただきたいというこ

とであります。 

（平沼議員） それは、進め方の一つとして特定のプロジェクトというのをやって、

まさに特区じゃないですけれども、先行的にひとつこういうものをやってみてど

ういう成果が上がるかということでしょうね。 

（本間議員） そのイメージをまず具体的な形でやりながら、一般会計、特別会計に

それが波及をしていくような形で、複数年度かけてこの問題を合理化をしてきち

んと改革を進めていく。こういう手順はいかがかということであります。 

（平沼議員） それはいいんじゃないですか。 

（小泉議長） 今日の決算委員会の審議に出た税収見積もりで、今までは５月の税収

を取り込んだ。先まで見通さなければいけないから難しいんですよね。あれを前

に戻すと税収ががくんと落ちる。あの問題はどうですか。 

（本間議員） 各国とも財政赤字の変動要因の中で、税収の変動が非常に大きいわけ

ですね。そのときに、各国ともまず経済成長率が実質・名目でどのくらいになる、

インフレ率がどうなるという形で、税収見積もりの基礎データでありますミクロ

のデータを勘案しながら予測をするわけです。「改革と展望」のような全体のビ
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ジョンの中で、まず予算の見積もりをきちんと統計的な作業も含めてやりながら、

仮にそれが実現できなかったときに、その要因分析を徹底的に、なぜそういうこ

とが起こったかということを検討して、翌年の予算編成では税収見込みが大きく

乖離しないような作業を毎年繰り返す、毎年いわばイノベーションをしていくよ

うな作業を織り込んでいく。各国ともどういう具合にその誤差を少なくさせてい

くかということに努力をしているということです。 

（塩川議員） 平成10年度なんて16％違う。９兆1,000億円の減収なんです。16％違っ

ていた。それは、橋本内閣のときに思い切った減税をやったでしょう。それがど

んと出たんですね。ですから、税収見込みは短いというのもしょっちゅう起こっ

てくるんですけれども、それをこの諮問会議等で何％以内くらいに収めろとか、

そういうようなことはやはり方針として出してもらえたらいいと思います。 

（牛尾議員） その点から言うと、３月決算の６月までの税収というのが、去年の税

収ではなくて今年の税収だったら狂いが少ないでしょうね。 

（小泉議長） 前に戻したら狂いが少なくなりますか。 

（牛尾議員） 今でも税収減だと言うけれども、昨日の日本経済では一部上場の会社

が平均70％増益なんですから、そこまで落ち込んでいないと思いますよ。 

（塩川議員） その４月、５月分の税収の相当額は、今年で言ったら10兆2,000億円に

なると思うんです。その分は一応国債で立て替えているんです。１年だけそうし

てもらわなければ。 

（小泉議長） そうすると、見通しがもっと確実になるんですね。 

（牛尾議員） これはほとんどがそこでくるわけですから、今年なんか主税局は減収

だと言うけれども、昨日の日経なんか見ると上場メーカーは100％増益なんですか

ら、こんなにいいときは久しぶりですよ。金融等を除く上場全産業が70％増益を

出した。それで来年も15％と、データを取り寄せたら皆きちんとやっていますか

ら間違いないです。 

（塩川議員） でも、利益には出てこない。赤字の方に回ってばかりで、税収とそこ

が違うから。 

（牛尾議員） 株式の評価損を企業が課税上活用していることが背景にあります。 

（塩川議員） そこで税収が狂ってしまうんです。だから、私は厳しく見ています。 

（牛尾議員） 要するに、税金を払おうと思っても落とせるということになると皆、

喜んで落としますから。 

株が下がって土地が下がったら全部それを落としてもいいことになっています

から。減損会計の導入に伴う土地等事業用固定資産の含み損を非課税等にするな

ど、実施時期は慎重に検討されなければいけません。あれをしばらく伸ばせばい

いんです。そうしたら皆、払いますよ。 

（速水議員） 企業がいいのはリストラが一巡したということだと思いますね。 

（牛尾議員） そうですね。経営というのはそういう側面がありますからね。 

（塩川議員） しかし、それが税金に入ってこないので、私はちょっとつばをつけて

見ておけと言っているんです。 
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（牛尾議員） 税金を払わせないような制度をどんどん次から次へと出すわけですよ。

（塩川議員） 同じ国債が30兆あるんだったら、思い切り出してしまえということで

す。 

（本間議員） 総理がおっしゃったタイミングをどういう具合にするかという問題に

ついては、やはりこれだけ経済がグローバル化して、フローとストックの関係が

複雑化して、さらに会計的にも今、時価会計等をやっていますから非常に変動し

やすい問題がございますので、それを前提にしてこれを３か月毎にするとか、い

ろいろ新たな対応状況をつくっていかないと、なかなかこの誤差をきちんと解決

することはできないと思います。 

（塩川議員） これは財政審で今度出そうと思っています。それで、近いうちに幹部

だけ集まってもらうことにしていますので、これと特別会計と発生主義について

もですね。それからプロジェクトによっては長期一括の予算で、ああいうような

もので、予算にいろいろな多様性をとろうと思って相談してみようと思っていま

す。今の会計は余りにも硬直的です。 

（竹中議員） それでは、先ほど取りまとめたことにプラスして２点申し上げます。 

１つは、総理から御指摘のありました税収見積もりの誤差をなくすために、５

月まで取り入れるという仕組みをどうしたらよいか。これは財政審でも御議論を

されるということでありますので、財政審のメンバーでもあります本間先生に議

論を整理していただいて、財務省とも相談していただいて、次回ないしは次々回

くらいにこういうことがあるのではないかというメモでも出していただければと

思います。 

それともう一つは、本間先生が提起された６月の基本方針にこの予算の新しい

プロセスを結び付けていくということを改めて確認した上で、具体的な仕組みの

流れをつくっていかなければいけない。これはやはり戦略的、総合的に評価の仕

組みをつくるということともダブりますけれども、これは特定の先行的プロジェ

クトのようなものをイメージするのがよいのではないかという平沼大臣からの御

指摘もありました。そういう点を含めて、その手順の問題について次回以降には

民間議員から少し案を出していただければと思います。 

それでは、予算プロセスについては今日は大変重要なことでありますが、議論

のかなり進捗がありましたので、是非頑張ってやっていただきたいと思います。 

それでは、残った時間で今日の株価の問題、先ほどから冒頭で少し問題になり

ましたが、吉川先生から御発言があります。 

（吉川議員） それでは、私の方から事務当局の認識をもとに説明します。 

主要国の今年に入ってからの株価は、日本は意外と下げてはいないということ

だろうと思います。今年に入ってからの動きについては意外と健闘をしている。

諸外国の方が年初からの変化で言えば下げている。 

為替レートと株の関係では、２月以降は株価と円ドルレートがかなり似たよう

に動いている。ということは、若干円安に触れると株価が上がってくれる。逆に、

円高が進むと株価は下がるという動きをしている。 
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民間のアンケート調査によれば株価変動の要因を市場関係者に聞いているわけ

ですが、どういうような要因を重視して売ったり買ったりしているかということ

でいろいろありますが、要は政治・外交要因というものがやはりマーケットの関

心になっているようだ。３月に入ってからまた政治・外交要因というものが上が

って、マーケットは当たり前かもしれませんが、外交、世界の政治情勢というも

のを気にしているということです。 

東京の日本の業種別の株価のパフォーマンスを過去１か月業種別に見ると、残

念ながらトップテンとは言ってもマイナスが非常に多いわけで、要するにトップ

テンとは言っても下げ幅が小さい、マイナスが小さいという形で、プラスになっ

ているのは２業種のみです。しかし、全体として見たときに、金融関係の株、銀

行、保険、証券といったところの株がやはり一番下げているということでありま

す。 

こうした状況で金融システムの方はどうなっているかということで、特に銀行

預金の推移について、一応都銀、地銀、第二地銀全体として見る限りでは、３業

態の計では銀行からの預金流出は起きていない。ですから、足下で特にこの状況

が悪化しているということはない。 

ただ、一言付け加えるならば、足下ではそうなんですが、日本経済全体をこの

10年という形で見ますと日本銀行券の保有というのがほぼ２倍になっているわけ

です。絶対額あるいは対ＧＤＰ比で見ても２倍くらいになっています。日本銀行

券というのは個人の消費とか、あるいは地下経済に使われるような貨幣というこ

とであって、通常はそんなに大きく先進国で変動することはないわけですが、し

かしながら日本ではこの10年くらい日銀券が随分増えたということで、それが高

止まっているわけですね。 

（塩川議員） タンス預金が多いんですね。 

（吉川議員） まさに大臣のおっしゃるとおりです。ですから、そうした意味でもや

はりまだ日本の金融システムには残念ながら問題がある。 

しかしながら、足下で株価との関係で特にそれが悪化しているという兆候は見

られないということだと思います。以上です。 

（塩川議員） 私は民間の先生にお願いしたいんですが、証券の業界のＳＥＣは是非

強化しなければ、日本はこんなことでは世界から早晩なめられてしまってめちゃ

くちゃをされています。これは何できちんとやらないのか、私は不思議でしょう

がない。私のところは金融庁とは違うから何もできないけれども、これは放って

おいたらだめです。本当になめられています。 

例えば、私のところに証券業界の取引者の機関投資家がこんなことを言ってき

たんです。現物取引の４日受け渡しなんて全然守られていない。それで、やかま

しく言ってもいい加減なことをやっている。これはＳＥＣがないんです。その手

が回っていない。それから証券会社の自己取引ですね。これが委託株の何％くら

いとかというので、昔は規制があった。今は撤廃したからないんですけれども、

ニューヨークなどでも自己売買の分はどの程度というのをＳＥＣが決めるんです。
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だから、ここにブレーキがかかってくるんです。日本はこの状態ですから、実需

がちょっとあったら実需の何倍というのをかけてくるんです。しかも、これはイ

ンターネットでやるから取り締まりようがないということになってきた。ですか

ら、そういう扱っている証券会社に対してＳＥＣが目を光らせているぞというこ

とをどうしてもやらなければ止まらないということです。 

それから、一つの会社の発行株数の20％を１日で売買するなんて、そんなむち

ゃくちゃなことは本当はないわけなんです。これは何をやっているのかと言った

ら、朝売って夜買っているという、そんなことをやっているんです。そこで値段

の形成を勝手につくっているんです。だから、大引けの値段が出せない。大引け

の値段が出せないのは日本だけだと言うんですから、これは何としてもやはり監

視をしてもらわなければいかぬのじゃないか。それから、信用取引の銘柄の貸借

ですね。これの指定の基準を外してしまったものだから、指定がどんどんと増え

てしまっているというので、指定銘柄はやはり制限というよりも、品借料などの

基準をはっきりして逆日歩の払わせるものは払わさなければいけないんじゃない

か。逆日歩なんて払わないでもいいからどんどん借りにいっているんです。こう

いうようなことで、やはり日本はＳＥＣがないから証券取引所というのは監督が

行き届いていないから、これは世界からなめられていますよ。 

（牛尾議員） 日本はＳＥＣがないんですよね。 

（塩川議員） あるんだけれども、小さい。 

（牛尾議員） あれは監視するだけであって指導、育成ではないんです。 

（塩川議員） それはない。 

（竹中議員） 指導、育成はもし問題があったら、今度はその法律に及びますけれど

も、金融庁がきて金融庁が指導をするという仕組みになっているわけです。 

（塩川議員） これは一回思い切り強化策をお願いします。そうでないと、株の乱高

下は直らない。 

（竹中議員） 御心配いただいている今、塩川大臣の挙げられた幾つかの点について

は、情報源は大体同じだと思うんですが、こちらの方にも情報をいただいており

ます。それで対応させているんですが、基本的には監視委員会で厳正に対応でき

るものは対応しております。それで、ＳＥＣをどうするか。それを強化するとい

うのはずっと大きな課題になっているわけで、その強化をやっていくのでありま

すけれども、ここは身近なところでちょっとした工夫でできることというのはあ

ると思います。 

日本の場合、むしろ今おっしゃったようなことも確かにあるんですけれども、

今までだったらマーケットを安定させるために生保とか、大口の投資家がきちん

としたカウンターの売買をやって安定化させるという裁定取引があったんですが、

今は生保と銀行が弱くなっているからその裁定取引が働かない。だから、ちょっ

としたショックがものすごく振れるという危なさになっているんだと思います。

そこはおっしゃったように、やはり小さな工夫が必要だと思います。 

（塩川議員） グローバリゼーションしてきたから、日本の証券会社なんて小さいで
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す。大きいのがニューヨークだとかロンドンにあってこれがわっとくるから、こ

れは何としても目を光らさなければいけないです。 

（竹中議員） では、速水総裁どうぞ。 

（速水議員） 株価動向を、金融システムへの影響を中心にして私の感じを言わせて

いただきます。 

株価は地政学リスクなどが懸念材料になっているわけですが、いずれにしても

今日はバブル崩壊後の 安値圏で推移しております。今日は大引け8,042円ですが、

出来高は結構多くて８億株を超えています。特にこの金融システムにつきまして

は、不良債権問題を主な背景として引き続き厳しい状況だと思います。主要行を

中心に株価変動リスクも大きな不安定要因となっております。ただ、主要行の方

は増資などの自助努力を進めておりますから、現在の状況は直ちに金融システム

の安定が損なわれるものではないと思います。その点は、昨年の２月に比べます

と若干異なるというふうに私は思っております。 

いずれにしましても、日本銀行としては期末を控える中で、株価下落が金融シ

ステムや企業金融に及ぼす影響について細心の注意を払って見ていく考えであり

ます。また、金融市場が動揺するおそれが生じますれば、迅速に一層潤沢な流動

性供給を行っていくことを含めて、金融市場の安定確保に万全を期す方針でよく

ウォッチしておりますので、その点を申し上げたいと思います。 

（牛尾議員） 従来よりも政治・外交要因で一喜一憂する不安心理のある市場に外資

が計画的な買いを入れてきたりするということが今あるわけですね。それで、基

本的に企業業績がそれほど悪くないですから、本来ならばもっと株価が高くなっ

ていくはずなんですけれども、しかし、そういう要因で、かつ今日から２週間ぐ

らいの間はやはりイラク問題とか、そういう不安感が山ほどあって非常に不安に

満ちている。今日でも８億株というのは割と多い売買なんですが、全くその動き

がわからないんです。だから、そういう意味ではイラク問題まがいでいろいろな

話が出る度に株が一喜一憂していくし、すとんといく場合があるから、やはりそ

ういうときの緊急対策は十分事前に練っておく必要があるということに私は非常

に懸念を持っております。 

（塩川議員） それがベルリンの奥田発言になったんですね。そこに皆、期待がかか

ってきているんです。だから、何かやはり考えなければいけない。 

（奥田議員） 強烈に対抗するぞという姿勢をやはり示さないと、アナウンスメント

効果というものは必要だと思います。だから、負けっぱなしで売られっぱなしで

というのはいけないですし、３月末は大分証券に対してやったんですけれども、

今の空売りというのは違う性格のものじゃないですか。 

（塩川議員） そうなんです。値段を空で落としているんですよ。 

（牛尾議員） きちんと目的があるわけでしょう。一定の株を下げようという空売り

なんでしょう。 

（塩川議員） あれはひどいものだと言っています。私が株屋に聞いたら、朝売って

夕方買い戻してその差だけ稼いでいる。インターネットですよ。 
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（奥田議員） しかし、証券会社にとってみれば出来高が多いからウエルカムですね。 

（塩川議員） ものすごく行儀が悪くなったということです。規制緩和をしてグロー

バリゼーションになってから証券会社がものすごい倫理観がなくなって行儀が悪

いから、上からちょっとのぞいているぞというのでＳＥＣが見て、おまえのとこ

ろの売買が多いのはインターネットで何だとたまにはちくりとやるぐらいのこと

は。 

（牛尾議員） 倫理観や行儀が悪くなったことだけを非難していてもしようがない。

そういうものを困ると言うだけでは解決になりません。そういうのを止めるルー

ルをきちんとつくらなければいけないですね。監視機構をつくるとか、ルールを

つくって止めないと。 

（塩川議員） 昔、自転車に乗って走っている株屋と違う。今は電信だから、よほど

ちゃんとした組織を持ってやらないといけない。 

（牛尾議員） インターネット売買は１日に５回、６回やりますからね。そういうも

のに対して、やはりきちんとした考え方で立ち向かわないとだめなんですよ。 

（竹中議員） 基本的にはそのルールはかなり整備されているんです。要は、やはり

そこを証券取引等監視委員会等々でしっかりと厳正に対処していくということに

尽きると思います。それと、それに加えて倫理の面も確かにありましょうから、

メッセージというものも必要になってくると思います。それは総合的に是非やり

ます。 

（牛尾議員） アメリカにあるようなＳＥＣが日本にはないわけですから、それに代

わるものをどういうふうに金融庁を中心に運用していくかということも、具体的

に議論した方がいいでしょうね。 

（塩川議員） そうですね。そうでないとこっちがなめられてしまうんですよ。 

（竹中議員） それは中心の課題で、強化の話はずっと今やっているところですので。

では、吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 株価に注意するというのは当然だ。株価が下げている理由というのは

先ほどの図にもありましたけれども、今の国際情勢というものがマーケットで嫌

われているということがあるわけです。これは株価だけじゃなくて、当然アメリ

カの経済などにも影響を与えてくる。それがまた日本の経済にも影響を与えてく

るかもしれないということだ。そこで出てくることは、これまた当たり前のこと

ですけれども、政府として経済対策をきちんと考えていくということだと思うん

ですが、その際の柱は私は「４本柱」というのが正しいと思います。ですから、

その４本柱をきちんとチェックしていただいて、厳しい情勢の中で経済をよく見

ていくということに尽きると思います。 

（奥田議員） 昨年の３月末に私どもは土田さんにもお願いしたし、金融庁にもお願

いして外国人の空売りについては一応止めたと思っているんですけれども、今、

起こっているのはそれと筋の違う空売りじゃないかと思うんです。だから、そこ

ら辺りを一回調べた方がいいんじゃないかと思います。 

（竹中議員） 昨年の３月の空売りですが、昨年の８月にも穴が空いていたところを
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ふさいで、そのルールをかなりしっかりとつくってきているんですね。それで、

御指摘のように今、市場で何が起こっているかということに関しては改めてもう

一度チェックして、おっしゃったような問題があれば直ちに対応するということ

になると思います。 

それでは、今の御発言はこういうことかと思います。基本的には、今後対応し

なければいけないのは、やはり原油価格がどうなるのか、これは平沼大臣の方で

いろいろ御検討いただいていると思います。 

もう一つは、消費者心理がどうなるか。これに関しては、政府、日銀が一体と

なってやっていくというメッセージをやはりしっかりと出していくということだ

と思います。 

株価の問題が一番厄介な問題でありますが、今ここで議論いただいたようなこ

とを通じて、できることをしっかりとやっていって、冷静に対応していくという

ことだと思います。株価の下落については、市場においてはイラク情勢等の国際

情勢、外国為替市場の動向等に左右されているという面が大きい。 

金融システムに関しては、主要行について見れば各行とも資本増強など新たな

取組等に努めており、当面健全性に問題が生じるものはないと見ております。預

金動向についても、全体としては落ち着いている。これを踏まえれば、１年前と

違ってかなり金融システムそのものは私は違っているというふうに思います。銀

行の株価の下落については、むしろ増資をすることによっていわゆる薄まる効果

ですね、ダイリューションの効果が働いていると見るのが自然だと思います。 

政府としては、平成15年度予算や、税制改革や、産業再生などの経済活性化の

ための法案を速やかに成立させることが何より重要であるということだと思いま

す。 

日本銀行においては、金融緩和や金融システム安定確保のために取り組まれて

きておりますけれども、景気の現状や市場を踏まえて実効性ある対応を検討され

ることを期待しているということだと思います。 

政府においては、各省庁が緊密に連携して金融危機を起こさないように、経済

情勢によっては大胆かつ柔軟な政策運営を行うべきというのはこれまでのとおり

であります。経済財政諮問会議としても金融、経済情勢を注視しつつ、引き続き

議論を行っていくということだと思います。

（竹中議員） 

それでは速水総裁、本当にいろいろ御指導をいただきましてありがとうござい

ました。是非一言御発言をいただきたいと思います。 

（速水議員） 私、３月19日の夜中の12時にちょうど５年間の任期が終わりますので、

そこで退任をいたします。この諮問会議には約２年間出させていただきました。

ちょっと感想と、これからの希望だけ言わせていただきます。 

経済財政諮問会議では、日本銀行の政策運営につきまして必要に応じて説明さ

せていただきました。また、政府の経済政策運営に関する議論に参加させていた

だく貴重な機会を与えられました。この２年余りの間に、日本銀行は前例にとら
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われることなく新たな手を次々と打ち出してきたつもりです。すなわち、量的緩

和の導入、その数次にわたる拡大、そして不良債権問題の基本的な考え方の提示、

更に銀行保有株の買入れといったようなことを行いました。また政府におかれま

しても「改革なくして成長なし」という考えの下で構造改革に熱心に取り組まれ

てこられたと思います。 

しかし、そうした政策努力にもかかわらず、日本経済は自律的かつ持続的な成

長をまだ実現していないというのは残念なことでございます。日本経済の抱えま

すさまざまな構造問題の解決ということは政策主体の努力だけではできないこと

でありますし、また一朝一夕に実現するものではないと思います。 

諮問会議における議論では、次の２つの点が重要だと思います。１つ目は、経

済や金融市場の短期的な動きに余り惑わされないで、中長期的な観点を踏まえる

ことが大切だと思います。２つ目は、構造改革の主役は民間経済主体であるとい

うことでございますから、民間部門の活力を引き出すことの重要性を意識して、

国民にわかりやすいメッセージを伝えていくことが必要だと思います。 

こういった観点から議論を尽くして、是非日本経済の成長戦略を描いていただ

きたいと思います。日本銀行としましても、新しい体制の下で知恵と勇気を持っ

てできる限りの努力をしていくことと思います。本当に長い間どうもお世話にな

り、御指導ありがとうございました。 

（竹中議員） それでは、 後に総理からごあいさつをお願い申し上げます。 

（小泉議長） 速水総裁、長い間本当に御苦労様でした。総理は１年で替わると思わ

れていますけれども、日銀総裁は５年ですから、この激しい変化の時代に大変御

苦労も多かったと思いますが、今後とも高い見地からの御指導をお願いしたいと

思います。 

この諮問会議の役割は大変大きいと思います。これも皆様方の御協力の賜物で

ありまして、これからもこの諮問会議を生かして、思い切った改革に向かって邁

進したいと思います。６月に向かって、具体的取組については更に今までの経験

を踏まえての検討、議論が必要だと思います。 近また株価が下落しております

が、今、総裁の言われたように、金融危機は起こさないという態勢をとっており

ますので、注視しながらも今後政府は日銀と一体となって取組を進めていきたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。誠にありがとうございまし

た。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。 

（奥田議員） １つよろしいですか。 

今日、経団連の会議で出たんですが、電力問題ですね。東電の問題で、やはり

これから電力がどんどんきつくなってきて、場合によっては相当な節電をやらな

いと非常に難しいということで緊急提言をしたいという話が経団連に出ているん

ですが、それは是非やっておかないと、今年の夏に向かって原子力発電所が動か

せない、ちょっと大変な問題になる可能性があると思います。 

（平沼議員） では、簡単に申し上げます。皆さん御承知のように、東電の場合は17
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基のうち14基は止まっておりまして、またこの３月、４月で全基止まります。そ

して、今は休止中の火力発電所を立ち上げたりして、一番厳しい２月は乗り切る

ことができました。 

それで、次の 需要期というのが７月、８月で、今までで一番大きなデータで

過去6,430万キロワットなんです。今のまま推移しますと5,100万キロワットです

から、そこの乖離が約1,300万キロワットあります。今、定期検査や点検のため休

止中のものの評価が大体まとまってきましたので、役所はその内容を地元に説明

させていただこうとしております。事業者も地元に行って説明しています。場合

によっては私も福島や新潟に行って一生懸命やらせていただこうと思っていると

ころであります。 

そういう意味では、今の段階では節電キャンペーンを一方ではやりながら、今、

供給に万全を期すよう一生懸命やっているところで、当面はいいんですけれども、

７月、８月を控えて非常に厳しい面は御指摘のとおりですから、経団連でもそう

いう問題意識を持っていただいたということは非常にありがたいことでございま

して、なお一層私たちは努力をしていこうと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。以上で本日の諮問会議を終了いたします。

ありがとうございました。 

（以 上） 
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