
 

平成 15 年第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年９月２日(火) 14：00～15:06 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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 塩川  正十郎 財務大臣 

同 平沼  赳夫 経済産業大臣 

同 福井  俊彦 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 

 

  若松 謙維  総務副大臣 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 16 年度予算におけるモデル事業、政策群の検討状況について 

(2) 構造改革の進捗状況について 

(3) その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○ 「モデル事業」とは 

○ 平成16年度概算要求における「政策群」について 

○ 16年度予算編成におけるイノベーションの推進に向けて(有識者議員提出資料) 

○ 構造改革の進捗状況 

○ 平沼議員提出資料 

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

（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。 

 

○モデル事業、政策群の内容について 

（竹中議員） 前回の諮問会議において、有識者議員の提出資料を基にモデル事業と政策

群の推進についての御審議をいただいた。この１か月、各府省において内閣府とも意

見交換を行いながら検討を進め、先般の概算要求の提出により、このモデル事業と政

策群とも出そろった。 

   そこで、本日はモデル事業と政策群の内容等について内閣府で取りまとめたものを

資料として説明させていただき、御審議いただきたい。 

（中城政策統括官） モデル事業は、基本方針 2003 で６月に閣議決定されたように、予
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算編成改革の試行事例であり、そのポイントは３つ。１つ目は、予算を使って何を達

成するのか、政策目標を定量的に示すこと。２つ目に、目標達成のために事業の性格

に応じた弾力的な予算執行を行う。３つ目に、目標が達成されたかどうかの厳格な事

後評価を実施し、効率化のために次の予算編成に反映させることである。 

   モデル事業については、各省庁からさまざまな事業の提案をいただき、政策目標や

評価手法、予算執行の弾力化等について意見交換を行なってきた。先月末に各省庁か

らモデル事業として概算要求が行われ、９省庁から 10 事業について提案が出された。

資料を見て頂くと、目標期間は１年から３年となっており、具体的に達成する政策目

標、要求概要として国庫債務負担行為や繰越明許費の活用などによる複数年度の執行

に関するもの、目間流用や大括り化による予算科目の弾力化、そして 16 年度予算要

求額が記してある。 

   金融庁の事業は、有価証券報告書等の電子開示システムに関するものであり、同シ

ステムにより開示書類を提出する会社数の増加等を目標とするものである。 

   総務省は、申請・届出手続のワンストップ化を進め、電子政府の総合窓口へのアク

セス件数を現行の 10 倍に増加させること等を目標としている。 

   外務省は、国政選挙の在外投票制度に関して広報活動を推進し、在外選挙者登録者

数を倍増させることを目標とする。 

   財務省の事業は、国税の電子申告・納税システムに関するものであり、全国で電子

申告を可能とし、利用者満足の向上を目標とする。 

   文部科学省の事業は、バイオマス等の再資源化に関するものであり、エネルギー変

換効率の向上等を目標としている。 

   厚生労働省は、感染症発生動向把握システムの整備により、リアルタイムで発生動

向の還元を目標とする。 

   農林水産省の事業は、バイオマスを用いたプラスチックの開発、生産に関するもの

で、バイオマスプラスチックの価格の低減を目標とする。 

   経済産業省は、電子政府関連システム及び特許事務システムの構築により、電子政

府ランキング世界トップテン入りや業務の効率化等を目標とする。 

   国土交通省の事業は、船員手帳等の電子化に関するものであり、実証実験の定量的

検証や一定の利用者、満足の確保等を目標とする。 

   今後とも、各省庁及び財政当局とも意見交換を行い、モデル事業の充実を進めてま

いりたい。 

（竹中議員） それでは、政策群について。 

（小平政策統括官） 政策群についても、基本方針 2003 で述べられている。その考え方

は、規制改革・制度改革等と予算措置を組み合わせ、構造改革と予算との連携を強め

ること、原則として府省横断的に対応することで、政策の実効性・効率性を高めるこ

と、より少ない財政負担で民間活力を最大限に引き出すことを目指し、結果として予

算の効率性の向上、歳出の質のさらなる改善を目指すというものである。 

   この考え方に基づき、各省から提案をいただき、７月の終わりから内閣府の中で担

当参事官等を決め、各省と何度も意見交換を行った。その結果、10 項目について、

政策群という位置づけで概算要求が行われた。 

   政策群の１は「少子化の流れを変えるための次世代育成支援」ということで、内閣

府等５省の連携によるもの。政策目標は、各人の理想どおりの数の子どもを生み育て

ることができる社会の実現ということである。 

   資料左側の規制改革・制度改革等欄には保育所関係の規制改革について述べており、

認可保育所の設置基準の緩和、保育所設置者の多様化として株式会社も可能になって
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いる。保育所の公設民営方式も進んでいる。規制改革をさらに着実に実施をしていく

ためには地方自治体の実施状況を把握していく必要がある。右側にはこうした分野に

対応する予算を掲げている。 

   政策群の２は、４大臣で春から御検討いただいた若年、それから長期失業者も加え

た就業拡大である。政策目標は、若年失業者の増加傾向を転換、長期失業者の再就職

の促進である。関連の規制改革・制度改革等としては、新たな市場・就業機会の創出、

ワンストップサービスセンターの整備などがある。資料の右側にそれに対応する予算、

真ん中には政策効果、民間イニシアティブの誘発効果などをまとめた。以下、時間の

関係上、項目だけ申し上げる。 

   政策群３は、低公害車の関係である。 

   政策群４は、「緑豊かで安全・快適な都市の再生」。 

   政策群５は、「都市と農山漁村の共生・対流の推進」。 

   政策群６は、「外国人が快適に観光できる環境の整備」。 

   政策群７は、「科学技術駆動型の地域経済発展」。 

  政策群８は、「災害等緊急事態対応の強化」。 

   政策群９は、法務省だけであるが、特に刑の執行という公権力の行使に関わる業務

にＰＦＩの手法を導入をする、刑務所等を出た後の民間における更生を更に充実させ

る、という内容になっている。 

   政策群 10 は、「安全かつ効率的な国際物流の実現」。資料の表紙にあるように、こ

れら 10 の政策群を３つの政策目的に沿ってまとめている。 

（竹中議員） モデル事業と政策群は、いわば予算編成過程そのものの改革という意味合

いを持っているが、そうした観点から民間有識者より資料の提出がある。説明をお願

いする。 

（本間議員） 私からは、少し総論的な話をさせていただきたい。民主主義国家において、

予算をどのように編成していくかというのは、古くて新しい問題である。経済成長率

の世界的な鈍化や少子高齢化という流れの中で、予算の見直しが 70 年代の後半から

ずっと各国で努力されてきた。 

   主な考え方は、バリュー・フォー・マネーという言葉で表されるとおり、国民がそ

の予算の執行によってどれだけ利益が得られるかをきちんと評価することであり、ニ

ューパブリック・マネージメント（ＮＰＭ）と言われている。これを全面的に導入す

ることは、収入と支出がどのように生まれてくるかを発生主義できちんと把握しなが

ら進めることが必要になる。そのためには、公会計制度の見直し等、さまざまな準備

作業が必要になる。国のバランスシートが整備されていないのではないか、というよ

うな問題も出てくる。各国の例をみても、一挙にＮＰＭを全面に導入するところまで

進んでいくことは難しい。大体７、８年、場合によっては 10 年間かけて準備をしつ

つ進めていくのが通常のやり方になっている。 

   我々も本格的に予算編成の効率化へ向け努力していくことが求められている。２年

前の骨太方針でニューパブリック・マネジメントいう言葉を最初に使い、これをどの

ように段階的に実現していくかと知恵を絞って出てきたものが、モデル事業と政策群

であると御理解をいただきたい。 

   モデル事業では、政策目標をきちんと設定し、実行した成果を評価する。その評価

をまた新しい予算に結び付けるというフィードバックシステムを作っていくことを

位置付けている。しかし、概算要求に提出された事業は試行錯誤中ということもあり、

小ぶりであるという印象は否めない。これを大きくいかに育てていくか。小さく生ん

で大きく育てていくということが非常に重要である。大きく育てるとは、提案されて
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いるものを普遍的に範囲を広げていくことが一つです。対象になっていない制度的な

問題、例えば公共事業や国立大学の独立法人への移行に伴う中期目標をどのように予

算に結びつけていくか、さらに、科学技術、ＯＤＡなどについても、モデル事業の考

え方を普及させるというのが重要だと思う。このモデル事業をしっかりと仕上げてい

くために、諮問会議と財務省が密接に連携する必要がある。これまで財務省の御協力

によりここまできた。年末、次年度以降においてもよろしくお願いしたい。 

   政策群も、今の考え方と共通しているが、「安心して生活できる社会の構築のため

に」、「都市と地方の活性化のために」といった大目標を設定する。そして、それに関

わる複数省庁が中目標的な形で具体的なアウトカムを盛り込み、数値目標をそれぞれ

掲げながら予算の執行面までつなげていくのが、政策群である。１つの施策が複数官

庁に関係してくるのは、複雑化した経済社会の中では当然であり、そうした横断的、

総合的な問題に対して政府が施策執行をしていくために、政策群という考え方が出て

きた。概算要求に出てきた政策群の事業についても私はまだ若干小ぶりだと思うが、

これも大きく育てることが必要になるだろう。 

また、政策群についても、モデル事業についても、その効率化の成果を予算当局が

財政赤字の縮減に使うのか、あるいは努力をした各府省が次の施策の中に使うのか、

という事後的な成果の割振りをどうするか、という問題がある。努力をしても全然自

分のところに戻ってこないとなれば、各府省は努力をしない。効率化努力によって予

算が余った場合の取り扱いについての考え方も、今後の予算編成の中において検討す

べきテーマであろう。 

諮問会議と財務省が緊密に連携しつつ、情報をオープンにすることで、国民にわ

かりやすい予算制度を次年度以降も作成していくことを是非お願いしたい。 

（竹中議員） それでは、本議題について自由に御議論を頂きたい。 

（塩川議員） モデル事業も、政策群も、この会議で本間先生から提案された際に、私は

非常に注目し、これは新しい手法だと非常に感心し、推進したいと思っていた。そ

こで、これを具体化するについて少し意見を申し上げたい。モデル事業は言わば行

政上のモデル化に属するものだ。これは非常に意義があると思っており、進めても

らいたい。 

   ところで、政策群とモデル事業とで、政策群の方がモデル事業を利用するようにな

っては困る。ここの峻別をきちんとしなければ。政策群は無駄を省くので良いが、

モデル事業に準じて予算要求をすることになると、無駄を生ずると思う。 

   それから政策群について注意しなければならないのは、政策群が各省に横断的なも

のをただ集約するだけでは意味がなく、集約したものについて各省が合理性を追求

し、その合理性が一つの有機体となって政策として生きなければならない。そのチ

ャージを誰がやるのか。内閣府が中心になっている事業が多いから、内閣府がやる

のかとも思うが、要するに政策群では複数の省庁と予算折衝することになってしま

うため、どこがそのチャージをするのかはっきり確立させてもらいたい。 

   それから、それぞれの省庁で横断した関連事業、例えば少子化対策、を１つに集め

る場合、各省で今まで分散していた事業の効果を一度査定したうえで取捨選択して、

それを、政策群として取り入れるということをやって欲しい。その場合、政策群を

一つの政策として発表する前に、主計局と十分相談してもらいたい。 

   政策群をまとめる際には、単なる集約ではなく、整理合理化を進めるべき。今日ス

タートを切った独立行政法人については、過去のものがそのまま横滑りした形にな

っているが、３つ、４つを１つに集約できるはずだ。政策群で期待しているのはそ

のような点だ。 
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（平沼議員） 政策群について、一言申し上げたい。先程の３つの基本、１つ目は制度改

革と予算を一体化として進める、２つ目は省庁横断的な予算の推進、３つ目は民間

活力、は非常に重要だと思う。政策群はすべて良い発想で行われているので、絵に

描いた餅で終わらせずに、如何に具体化するかが大切だ。そのためには、各々の予

算要求を事務的に各省ばらばらに財政当局に要求するだけではなく、経済財政諮問

会議の場できちんと最後までフォローアップすることも必要だと思う。また、来年

度の予算の編成に当たり、先程の３つの基本をきちんと実現したものに関しては、

次年度以降も予算の重点配分をしっかり行って更に拡大をしていく。そして、成果

をしっかりと評価していく。この姿勢が大事だと思う。 

   そういう意味で、財政当局とも十分御相談させて頂いたが、４大臣が集まって若年

の雇用対策について検討し、骨太の方針第３弾で大きな柱として位置付けた。そし

て、竹中大臣、坂口大臣、遠山大臣、私の数次にわたる協議により、省庁横断的に、

若年労働・雇用について、相当大胆な政策パッケージが作成できた。関係省庁の連

携強化とか民間活力をいかに更に高めていくかにつき、これを一つのモデルとして

更に成果を大きなものにしていきたいと思っており、財務大臣から御指摘の点も十

分踏まえながら、しっかりやりたいと思っている。 

（若松総務副大臣） 総務省は行政評価局を有しており、特に政策群につき大変関心があ

るが、少し大きな観点から指摘させて頂く。 

   まずモデル事業の位置付けだが、今までの予算獲得主義から成果主義を導入した予

算制度という意味合いがあるものと理解している。成果主義には行政評価制度が必

要不可欠になってくるため、そこで政策群における評価の役割があると考えている。 

もう一つ必要なのは、公会計決算制度だ。先進国、特にニュージーランドとかオ

ーストラリアなどは 90 年代前半にかなり公会計の改革を行っており、日本は 10 年

遅れている。財務省は昨年末に公会計室を設置し、今鋭意努力をして頂いているが、

この公会計を考えるに際しては３つの観点が必要だ。１つ目は、受益と負担を明確

にする。２つ目は世代会計で、次の世代にどれだけ負担を残しているのかを示す。

３つ目は、財務データを出す中で財政規律化を示せるように、総合計と合わせて一

つひとつの事業ごとにしっかり出す。これらにはかなり高度な財務情報システムが

必要で、巨額の投資が必要になると思う。そのため、これは財務省だけに押し付け

るのではなく、まさに内閣一体としての改革が必要だ。そういう意味の「新三位一

体の改革」を、是非とも強く打ち出して頂きたい。 

（奥田議員） 先程本間先生から「小さいものでも今回はあえて拾い上げてやっていこう」

というお話があったが、国土交通省の船員手帳等の電子化は１億 800 万円である一

方、経済産業省のものは 540 億円とか 55 億円とか大きなものが入っており、まさに

精粗というか、質的にはどうか分からないものの金額的にはやはり国土交通省のモ

デル事業は小さいという感じがする。今回はモデル事業として引っ張り上げたが、

是非次回からはもっと大きなものを出して頂きたいと思う。 

   それから、モデル事業と政策群について。私はこの会議に出ているため、モデル事

業や政策群について説明を聞いて良く分かっているが、国民がこの言葉を良く理解

できるのか。もう少しかみ砕いて国民が理解できる説明をしないといけない。一部

の我々だけが知っているということではいけないと思う。従って、名称についても

う一度かみ砕いて考えて頂きたい。 

（塩川議員） モデルというと、何かファッションみたいな感じがしますな（笑）。 

（牛尾議員） 塩川大臣から、政策群やモデル事業についての懸念をお伺いした。我々も、

初年度の進め方は非常に大切であると考えており、先日、内閣府は政策統括官を中
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心にそれぞれの政策群の担当をつくった。主計局も政策群に担当主計官を付けたい

と仰っていたので、内閣府と主計局が合意をし、如何に協力して重複が少なくより

効率化するかということを明確にすべきだと思う。加えて、それぞれの所管の官庁

にある規制改革や制度改革を有効に推進するための費用にもなるので、初年度はや

はり内閣府と主計局でやっていく、そして、翌年からは、予算の効率化や他省と重

複しているところの調整方法が分かれば、各府省庁が自らその活用方法を考えるよ

うになると思う。 

   次に、表現が分かりにくいというお話があったが、モデル事業や政策群が使えると

いうことがわかれば、各省庁が自主的に内容を説明してくれるようになると思うの

で、やはり使い易さをどの様に表現するのかが大切だ。ただし、16 年度の予算は 40

兆円もの国債が必要なほどに膨らんでおり、税収は全体の 50％しか占めないと既に

報道されているため、予算編成において相当改革的なことをして説得力を付けない

と、国民は納得しないと思う。そういう意味では、多年次にわたるモデル事業とか

政策群という表現の下に予算編成の新しさを出すことは、特に府省横断的なもので

あることは国民にもよく理解されていることもあり重要。16 年度予算では、これら

を改革の表へ立てるべきだ。 

   従って、現段階では、主計局と内閣府の間で、単に重複を避けるという足し算では

なく、掛け算としてエフィシェンシーを高めるところまで議論は進んでいないと思

うが、是非計画的にやらなければならないと思う。 

（塩川議員） 例えば、政策群の７番目に「科学技術駆動型の地域経済発展」とあるが、

内閣府や金融庁のどのクラスが責任者として出てくるのか。課長クラスでは不十分

だと思う。 

（本間議員） これは大きく取り上げなければいけないと思っている。総合科学技術会議

等と連携しながら、複数の予算の組み合わせについて、内閣府がきちんと準備的な

作業をする必要がある。こうした予算はこれから伸びることが予想され、大きなロ

ットでもあるので、経済財政諮問会議において直接取り上げていくということも必

要になってくると思う。 

（塩川議員） 三位一体の改革の際に、各事務次官が協議しても何の結論も出なかったの

が良い例で、要するに、各省が出てくると自分たちの土俵だけ守ろうとする。従っ

て、会議をやる場合には、局長や審議官等ある程度決定権のある人でないとまとま

らない。集めるだけでは何の意味もない。 

（本間議員） そのため、経済財政諮問会議もしっかりフォローして、必要に応じて審議

をしていかねばならないと思います。 

（平沼議員） 若年の雇用対策では、審議官レベルで討議をし、最終的には４大臣が集ま

ってきちんと決めたため、予算枠も相当大幅なものが獲得できたし、従来では各省

庁間で対立があってなかなかできないものについても、協力し合って一つの良い骨

格ができた。 

（塩川議員） 大臣は長くても１、２年だが、役人はずっと将来まで続けるので突っ張る

（笑）。自らの将来にかけて突っ張るから話がつかない。その点、大臣は政治的に判

断ができるため、そういう者の集まりで決めて欲しい。 

（牛尾議員） そういう意味で、政策を進行する上において、政策群の２番目（若年雇用

等）はモデルケースになる。経産省は３、４個に関連しているので、これを例にし

て違うところをイニシエートしてもらえれば有難い。 

（塩川議員） それはモデルケースであってモデル事業ではないのですね。間違えたらい

けないので。 
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（小泉議長） 政策群であってモデル事業にもなり得るものだと思うが、どうして分けて

しまうのか。 

（本間議員） 政策群の方は、各省横断的な部分を中心に取り上げている。従って、総理

が仰る通り、性格によっては例えば複数年度の部分も出てくるため、モデル事業で

やっているように目標設定をして、事業完了後に成果を見るということとも関連し

てくる場合もある。政策群の施策の方向は、総合的な各省庁横断的に意思決定をす

るための仕組み作り。一方、モデル事業は、単体のプロジェクト等について複数年

度の管理等によって効率化を図るもの、と仕分けをしている。両者は接合する部分

がかなりある。 

（竹中議員） 政策群でモデル事業として扱えるものも将来的には出てくるし、それは大

いに結構なことだということだと思う。 

（塩川議員） それと、今回のモデル事業とごっちゃにされたら困る。こちらは違うとい

うことだ。 

（竹中議員） モデル事業、政策群の制度を大きく育てるという話があったが、走りなが

ら考えて制度をつくっていかなければいけない。今日は、その意味で大変建設なよ

い御議論をいただいた。有機的、一体的になるようにという塩川大臣の御指摘があ

った。そうした観点から、平沼大臣がリーダーシップをとった４大臣の若者雇用の

話というのは一つのモデルになる。そうした点も踏まえて諮問会議でフォローアッ

プをしろというお話もあったが、それも重要なポイントであると思う。 

   また、国民の理解を得られるような工夫をすべきという指摘もあった。確かに総理

が仰ったように、政策群とモデル事業はどういう関係なんだというようなことも含

めて、引き続き知恵を出していただきたい。この仕組みづくりについては内閣府と

財務省で引き続き御検討いただいて、逐次この場で報告をさせていただきたいと思

う。意思決定できる主体で議論するということは大変重要なポイントだと思う。 

   それでは、構造改革の進捗状況の議題に移る。これまでの改革を目に見える形で国

民に示す必要があるということで、今年の３月に構造改革のレビューを取りまとめ

て報告した。今回、それから約半年経って、どの分野でどのような改革が進んでい

るか、ということをフォローアップした。この中から幾つかをピックアップして解

説を加えたものをお手元に「構造改革の進捗状況（例）」として配付している。この

資料について、事務方から説明をさせていただく。 

（小平政策統括官） 一番上の横長の表をご覧いただきたい。全部で 20 項目選んでいる。

左上の方には「経済の再生に対する取り組み」ということで、不良債権処理の進展

等々、左下は「起業、新事業へのチャレンジ精神を応援する」ということ、それか

ら真ん中は仕組みのところをまとめている。それから、右上の方が「暮らし」、右下

が「グローバル戦略」ということで、20 項目をそのような組み立て方で選んである。 

   １ページ目、「不良債権処理の進展」について。平成 15 年３月期の主要行の不良債

権残高が平成 14 年９月期に比べ、半年間で 15.5％減少。不良債権比率も、同じ期間

に 8.1％から 7.2％へと、0.9％低下している。主要行の不良債権比率を平成 16 年度

末までに平成 14 年３月期の半分程度に低下させるという目標に向け、不良債権問題

の正常化が着実に進捗をしている。左下には、これまでの主な取り組み、右下の方

には今後の取り組みということで、目標に向けた取り組みを着実に推進していくと

している。 

   ２ページ目、不良債権処理の裏表の問題として「産業再生の進展」の状況について。

平成 15 年４月に産業再生機構を設立し、それから同じく４月に産業活力再生法を改

正した。主な取り組みと成果について、産業再生が本格化し、産業活力再生法につ
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いても 17 の計画を認定している。右側に具体的な事例をまとめている。 

   ３ページ目、不良債権処理産業再生に関連して「セーフティネットの拡充」につい

て。中小企業セーフティネットの保証の利用が進展、拡大している。なお、倒産件

数は減少傾向にあり、対前年同月比伸び率は平成 14 年９月以降 11 か月連続のマイ

ナスである。今年の１月から７月の間は、前年比 11.3％減少している。 

   ４ページ目、「新事業への挑戦が増加」について。例えば最低資本金規制の特例措

置が今年の２月に法律により設けられ、それによる起業が創出されている。これま

での確認申請件数は 5,831 件に拡大。それから、事業所数の推移は平成８年から 13

年で電気通信業は 200％増、３倍になった。老人福祉事業は 80％増、ソフトウェア

については 50％増という大きな伸びになっている。 

   ５ページ目、「ＩＴ革命の進行」について。高速・超高速インターネットの普及が

進展している。ＡＤＳＬの加入者数は１年間で 2.5 倍。また、e-Japan 戦略を推進

してきた結果、インターネット利用可能世代が大きく増え、高速アクセス網で 3,500

万世帯、超高速アクセス網では 1,600 万世帯という状況である。 

   ６ページ目、「新たな雇用の創出」について。サービスの雇用が大きく増えている。 

   ７ページ目、「規制改革の推進」について。例えば、派遣労働者数や保育所の設置、

認可件数が大幅に増えている。 

   ８ページ以下、同じようにまとめている。 

   続いて、縦長の資料を簡単に説明申し上げる。サービス業における雇用の動向につ

いて、今年の１－６月と 2000 年の１－６月を比べると、狭義のサービス業の雇用者

数は 155 万人増加。狭義とは、毎月の労働力調査定義でいうサービス業の定義は狭

いから。 

   そこで、530 万人雇用創出プログラムでカバーしている範囲の雇用者がどの位増え

たかを資料にあるように試算してみると、同じ期間で 200 万人増えており、雇用の

拡大が着実に進んでいる。 

（竹中議員） それでは、構造改革の成果等について、大局的な観点も含めて御議論をい

ただきたいと思う。 

（吉川議員） さまざまなところで構造改革が進んでいて結構だと思う。この「進捗状況」

というのは、基本的に政府が公約したものをどれだけ実行しているかということの

確認である。これは、大変大切なことで、やるべきことだと思う。しかし、これに

加え、政府がある政策を実行した結果どれだけ経済社会に良い効果が出たかという

効果の検証も常にやりながら、政策を考えていくことが必要だと思う。その意味で、

例えば内閣府等で、構造改革の効果に関する検証をやりながら構造改革を進めてい

くべきだと考える。 

（竹中議員） 今の点に関して少し申し上げると、構造改革が経済にどのような効果をも

たらし、どういう課題が残され、今後どういうことが必要か。これらについては、

客観的な分析、外部の有識者の見解に基づいた把握は大変必要だと思っている。 

   そこで、内閣府としては、外部有識者から成るタスクフォースの意見も入れ、構造

改革の進捗レポートを年に２回、春と秋を目途に取りまとめてはどうかということ

で、平成 16 年度予算概算要求にも盛り込んだところ。また、年内を目途に試行的に

作業を行い、諮問会議において研究所の香西所長から御報告をいただいてはどうか

ということも考えている。 

   もう一点、今日は基本方針 2003 に盛り込まれた具体的取り組みの中に「資金の流

れ」と「金融・産業再生」というものがあるが、それに関連して平沼大臣の方から

資料に基づいて御発言をいただきたい。 
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（平沼議員） 時間が限られているので、簡単に説明させていただく。 

   経済活性化のための産業金融機能の強化策であるが、包括的な経済活性化策につい

てこれまでこの場でも度々御提案をさせていただいた。その一環として金融面での

対応の重要性についても触れさせていただき、その趣旨は骨太の方針でも金融改革

の中に取り上げられている。我が国産業の成長・発展と産業金融の改革・強化は、

相互に連関していて表裏一体の関係にあり、我が国経済全体の活性化、そしてさら

なる飛躍を実現するためには、産業活性化策と産業金融機能強化の双方に全力を挙

げ、そして相まって発展していくことが必要である。 

   産業活性化策については各省連携して取り組んできているが、現在、設備投資にや

や前向きな動きが出てきている。今、ようやく産業の資金需要に動きが出る可能性

が出てきたという段階にあるのではないか。こういうときこそ、産業金融の改革・

強化を推し進めることが必要。日銀でも既に取り組んでいただいているが、政府、

日銀、そして政府関係機関一体となって産業金融の改革を進めて、その抜本的機能

強化に取り組むことで、経済の隅々まで資金が回ることが一番いいデフレ対策にな

ると思う。 

   資料の１ページの右、このような背景の中で具体的な改革の方向について４点申し

上げたい。 

   第１は、産業金融の担い手の多様化。産業金融に事業会社やファイナンス会社など

にも参加していただいて、それぞれの能力を生かしていくことが必要である。 

第２は、産業金融の手法の多様化。現在、企業は金融機関の間接金融に大きく依

存しているが、出資や証券化などの新しい金融手法を産業金融にも取り入れていた

だきたい。 

第３は、リスクへの対応の多様化。我が国の産業金融は、不動産担保に過度に依

存している。これから脱却して、不動産以外の担保の活用や、リスクに見合った金

利設定するなど、リスクへの対応の多様化を図っていくことも必要である。 

   第４は、政策支援の多様化。従来は、中小企業のセーフティネットなどに重点を置

いて対応してきた。更に創業支援や、中堅企業・大企業の再生等、産業サイドから

はさまざまな政策ニーズが出てきているので、それに多様な政策というものを出し

て応えていくことが必要である。 

以上のような方向性で具体策を検討してはどうか。各省庁や日本銀行、日本政策

投資銀行、中小企業政府関係金融機関が一体となって産業金融機能の一層の強化策

を検討して、新たに具体的なメッセージを出すことが重要。金融庁や法務省でもそ

れぞれの立場から検討を進めていると承知しているが、経済産業省の施策とも有機

的に連携、協力して、政策の効果を上げていきたい。 

   併せて、産業資金の需要側である産業サイドの活性化が必要。起業活動の活性化、

創業の促進や事業再生、人材育成、技術開発などを始め、経済活性化に全力で取り

組んでいきたい。 

   一つの具体例としては、売掛債権の担保融資について。当初はなかなか伸びなかっ

たけれども、今、ぐっと伸びてき、中小企業の借換制度も利用していただいている。

こういうことを適切にやっていくと非常に活力が出てくるし、中小企業の倒産件数

は、減っているという事実もあるわけであるから、そういうこともしっかり政府と

してＰＲしていかなければいけないと思っている。是非御協力をお願いしたい。 

（小泉議長） 売掛担保債権の利用者は増えているのか。 

（平沼議員） 増えている。当初、大企業や地方自治体、中央省庁が、自身の売掛債権に

ついて他の利用を認めていなかったが、その規制を取り払う等を通じ利用しやすく
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なった。また、日銀の施策も非常に大きな効果があった。 

（福井議員） これから経済が回復する過程で、金融面の資金、信用仲介ルートが多様化

していくことは非常に重要であるという点で、先程の平沼大臣の提案は非常にタイ

ムリー。日銀にとっても重要な御指摘がたくさんあった。特に、貸出を通じた資金

調達だけでなく、証券化市場等の市場仲介チャネルを活用しやすい環境を整え、そ

れに中堅中小企業の金融もなじむものにしていくことが必要である。その際、民間

金融機関と公的機関の役割分担を明確に意識することも重要である。日銀としては、

市場の整備、金融緩和の波及メカニズム強化という点で、我々の立場からサポート

できる部分はしっかりやっていきたい。 

（竹中議員） 金融庁の立場から一言申し上げたい。先程の平沼大臣の提案と同様の問題

意識を持っている。産業と金融に関しては、「骨太 2003」にも明記されている通り、

金融庁としても、地域の金融機関、リレーションシップバンキングの機能強化の実

施、さまざまな担い手の金融分野での参入を図るための信託制度の整備等に取り組

んでいるところである。先程の提案については、今後問題意識を共有して関係閣僚

等からなる議論の場を設け、「骨太 2003」に織り込まれた項目をより深化させていく

ことが必要であると思う。メンバーや議論すべき内容等については、官房長官と相

談させていただき、全体として産業と金融の一体化、具体的な活性化に向けて取り

組んでいきたい。 

（牛尾議員） 平沼議員の提案に全面的に賛成。経済が徐々に動き始めたとき、多様な金

融機能が自由に使える安心感というのは非常に重要である。高度成長の時代には金

融機能が十分に役割を果たしてきたが、今はその役割を果たせていない。先程提案

された項目は原則であり、他省にまたがってこの議論が動き出して来年の春ごろに

成長が軌道に乗り始めるときにこれに肉付けをしていき、諮問会議においても、そ

の具体化段階でお話をしていただきたい。日銀と連携することも重要である。月に

１回ぐらいはこの問題をお話し願いたい。 

（吉川議員） 金融問題と産業再生というのはコインの裏表である。先般、産業再生機構

の１号案件が公表されたところであるが、不良債権処理の工程表は 16 年度末までと

いうことで、もう２年を切っているので、産業再生機構も、計画なり工程表を設け、

金融庁と密接な連携を取るべきであると思う。 

（塩川議員） 平沼大臣の提案に賛成であるが、問題は３点ある。まず、金利をどの程度

にするかという点。２番目は、保証が必要かどうかという点、保証協会の保証を使

うと意味がない。３番目は、消費者ローンを商工ローンに使えるようにすればどう

だろうかという点。現在、商工ローンが消費者金融にもいっているし、消費者金融

も商工ローン的に担保を取ってそれを本人に貸すという違法なことをやっているが、

そこを改正すべきではないか。あと、大企業等は積極的にファイナンス会社をつく

ればよいのではないか。孫請け、ひ孫請けのところまでずっと資金が回るようにな

ると思う。例えば、トヨタの孫では貸して来ても、ひ孫まではなかなか貸してくれ

ないので、トヨタがファイナンス会社をつくって、孫、ひ孫に貸せば良い。 

（本間議員） 産業再生と金融をカップリングして施策を行うことは、非常に重要である。

資金の流れを官から民に移していく際、今の景気回復状況の中で、金利上昇に即応

しながらやっていかざるを得ない部分がある。 

それから、公的債務のリスクマネジメントを強化し、国債管理として、支払金利

を最小化するような体制強化を、財務大臣にお願いしたい。理財局の中でもこの問

題を検討して頂いているが、きちんとやらないと、ランダムショックに対して極め

て危ない状況が起こる可能性があるのではないか。 

 10



 

 11

（塩川議員） 今日、植田さんが発表したように、日銀にもはっきり言っておいてもらっ

た方がよい。長期金利が急激に変動することは良くない。 

（竹中議員） では、総理から最後に発言をお願いしたい。 

（小泉議長） 構造改革は着実に進んでいる。昨日スノー財務長官に会ったが、その際に

私から、「日本の改革は遅いと言うが、着実に進んでいる。民主主義の時代でようや

く芽が出てきている。１年や２年ですぐ明るくなるわけがないので、２、３年我慢

してくれ。」と言った。日本人は心配性で、株価が上がると長期金利の心配をする。

株価上昇は良い傾向だけれども、すぐ悪い方を心配する。改革路線は狭い道だが、

ようやく芽が出てきたのだから、この芽を育てるように色々な知恵を出して、この

路線を続けていきたい。 

（塩川議員） スノー財務長官も「確実に成果は出ている」と言っていた。 

（小泉議長） やる気が出てきた。資本金１円の企業だって、もう百社を超えているので

はないか。 

（平沼議員） 資本金を取り払ってから、どんどん増えてきている。 

（塩川議員） 株価についても、「１万円台は割らない」と証券会社も自信を持っている。 

（平沼議員） レーガン改革やサッチャー改革も 10 年かかっている。 

（小泉議長） 実質成長率も名目成長率も予想より良いのであるから、余り暗くなっては

だめだ。明るい方に向かって進むべき。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（以 上） 

 


