
 

平成 15 年第 27 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 12 月５日(金) 16:34～17:20 

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  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 麻生 太郎  総務大臣 

同 谷垣 禎一  財務大臣 

同 中川 昭一  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 

 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 平成 16 年度予算編成の基本方針について 

(2) 改革と展望－2003 年度改定 

(3) その他 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 平成 16 年度予算編成の基本方針（案） 
○ 「改革と展望－2003 年度改定」の事項案 
 
（配布資料） 
○ 内閣総理大臣からの諮問第８号について 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○平成 16 年度予算編成の基本方針について 

（竹中議員）  まず、予算編成の基本方針の諮問について、小泉総理から御発言をお願

いする。 

（小泉議長） 本日は「平成 16 年度予算編成の基本方針」の作成を諮問することとした

いので、よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）  では、「平成 16 年度予算編成の基本方針（案）」について御説明をさせ

ていただく。 
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   今回の基本方針の特徴は、第１に社会資本整備や社会保障、地方財政といった主

要歳出項目について、改革の方向性を明確に示したこと。第２に、予算手法のイノ

ベーションである「モデル事業」、「政策群」を活用すること。第３に、改革の推進

によって地域経済の活性化と地域雇用の創造を図ることである。 

   なお、11 月 28 日に提示した原案と比べると、４ページの「予算手法のイノベー

ション」のモデル事業に関して、「複数年度にわたる事業の予算執行の弾力化」と

いう表現を追加している。また、７ページの「個性と工夫に満ちた魅力ある都市と

地方」について、中小企業の再生と革新支援に関する記述を拡充している。その他、

１ページの「我が国の経済と財政の状況」、６ページの「人間力の向上・発揮」、８

ページの「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、９から 10 ページにかけての「社

会資本整備」、12 ページの「地方財政」のところで所要の修正を加えている。 

   「平成 16 年度予算編成の基本方針（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。御異議ないか。 

（麻生議員） １つだけ。12 ページ目に、「『基本方針 2003』を踏まえ」という言葉が

新たに入っているが、理由は何か。 

（小平政策統括官） 調整過程で地方交付税に関し、財源調整機能についてしっかり書

いていないのではないかという指摘があった。基本的には、平成 16 年度予算の関

連においてだけでなく、交付税改革と三位一体改革を進めていく上で、税源移譲、

地方交付税改革、国庫補助負担金、それぞれ全体について「基本方針 2003」を踏

まえるようにしてもらいたいというお話であった。これを踏まえ「経済財政諮問会

議を中心に議論を進め、これらの改革工程を早期に具体化するように取り組む。そ

の際に『基本方針 2003』を踏まえ」という修正をさせていただいた。 

（麻生議員） ここのところは「基本方針 2003」を踏まえるということをきちんと認識

しておいて欲しい。 

（小平政策統括官） 「基本方針 2003」は閣議決定したものである。 

（竹中議員）  大変重要な指摘をいただいた。地方交付税改革のところで、最初、そう

いう御議論が出、それについては「基本方針 2003」を踏まえるということを申し

上げた。そうしたら「基本方針 2003」を踏まえるのは地方交付税改革だけでなく

て、税源移譲もそうであり、改めて「踏まえ」ということを上の方に書かせていた

だいたということである。それでは、答申としてこの案を決定してよろしいか。 

              （「異議なし」と声あり） 

（竹中議員）  では、「平成 16 年度予算編成の基本方針」を経済財政諮問会議の答申と

して決定させていただく。それでは、「平成 16 年度予算編成の基本方針」が経済財

政諮問会議より総理に答申されたので、総理からごあいさつをお願いしたい。 

（小泉議長） これまで精力的な御審議をいただいたことを厚く御礼申し上げる。「平

成 16 年度予算編成の基本方針」の答申という成果を挙げていただいたので、これ

から、この基本方針を踏まえて、ようやく出てきた改革の芽を大きな木に育ててい

こうという考え方のもと、昨年度に引き続き「改革断行予算」を実現するための基

本方針として位置付ける。早急に閣議決定し、政府の基本方針として、これから予
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算編成作業を進めていきたい。 

（竹中議員）  なお、本方針は、諮問会議終了後に閣議決定をする予定である。 

 

○改革と展望－2003 年度改定（事項案） 

（竹中議員） 続いて、「改革と展望」の改定に向けた御審議をいただきたい。「改革と

展望」は、経済の変動等に適切に対応するため、毎年度改定することが閣議決定さ

れており、今年度は昨年度に続き２度目の改定になる。 

   「改革と展望－2003 年度改定（事項案）」を事務方より説明する。 

（小平政策統括官） それでは、まず、「改革と展望－2003 年度改定」の事項案につい

て。「前文」の対象期間については、「改革と展望」は５年程度の中期的な経済財政

運営の基本方針と経済財政の将来展望を示したもので、今回の改定の対象期間は来

年度 2004 年度から 2008 年度までということになる。 

   「１」の経済財政状況について、足元の経済は企業収益の改善、設備投資の増加

など明るい兆しが見えている。こうした動きを企業から家計、都市から地方へと日

本経済の隅々にまで浸透させ、民間需要主導の着実な成長を実現していくために、

一層の政策努力を行う必要がある。 

   「２」の、「安定的な経済財政運営」については、対象期間において、「改革と展

望」に沿って安定的な経済財政運営を行うことが重要ということである。 

   それから、「集中調整期間とデフレ克服に向けた取組」は、今年の１月閣議決定

された改定において 2004 年度までが集中調整期間ということで、この期間につい

ては、改革を集中的に推進し、中期的な民間需要主導の成長を実現するための重要

な準備期間ということである。 

   それから、集中調整期間終了までの１年程度の間、デフレの克服と民間需要主導

の持続的な経済成長の実現に向けて、可能な限りの政策努力を行うことが必要とい

うことである。 

   「２」の４つ目の歳出抑制の目標とプライマリーバランスについて、財政面では

「改革と展望」に沿って安定的な財政運営を行っていく、こうした取組をさらに継

続して、2010 年代初頭のプライマリーバランスの黒字化を目指していく必要があ

るということである。 

   それから、構造改革の加速・拡大では、各分野の構造改革の加速・拡大の方向を

明らかにしたいと考えている。 

（竹中議員）  それでは、「改革と展望」の改定について、御発言をお願いする。 

（吉川議員） では、２点ほど。１つは、「改革と展望」のシナリオを実現するために

は、相当踏み込んだ構造改革を今後もやっていく必要がある。たった今、予算の基

本方針が決まった。歳出改革を行うことによって民間需要を創出、喚起することの

必要性はずっと言ってきたが、これを文字通り実行する必要がある。 

第２に、現在、日本経済の実体面では２％を超える成長軌道に乗り始めているが、

物価がまだ低血圧状態というか、デフレが続いている。物価がどうやって決まるの

か、これはさまざまな議論がある。実体面の影響もある。しかし金融面の影響も非
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常に大きいことは間違いないので、この点では日本銀行にも協力していただいて、

政府と日銀が一体となってデフレ克服に向けて、もう一段踏み込んだことを行う必

要がある。 

   デフレがマクロ経済にとって問題であるのはその通りだが、デフレをどうやって

測るかということが問題になる状況になってきた。物価にはさまざまな指数があっ

て、さまざまな測り方がある。大体は同じように動くということで余り大きな問題

にならないが、現在は、ＧＤＰデフレーターと消費者物価指数で大分違いがある。

具体的には、消費者物価指数だと、足元で▲0.4 ％あるいは▲0.1 ％となってきた。

先日は５年半ぶりで、月次で 0.1 ％という数字になった。これは特殊要因があっ

たということだが、かなりデフレ終息的な姿が出てきている。これに対して、ＧＤ

Ｐデフレーターは依然▲2.5 ％となっている。これは技術的な問題、どうやって指

数をつくるかといったことも関係しているが、しかし、デフレを語る以上、どうい

う物差しでデフレを測るのかということは避けて通れない。「改革と展望」でデフ

レ克服を政府が掲げる以上、どういう物差しで考えたらいいのか、必ずしもＧＤＰ

デフレーターだけでなくて、広くＣＰＩも見ていくことも含めて、「改革と展望」

を最終的にまとめるまで議論を重ねる必要があるのではないか。 

（麻生議員） 私は３年前に経済財政担当大臣として、当時、日本はデフレであるとい

うことを政府として正式に言った。そのときの基準は消費者物価で２年連続マイナ

スになったことは戦後 55 年間１回もない。初めて２年連続、実際４年連続マイナ

スになっていることを基準にしたというのが、日本がデフレということを、多分政

府として最初に正式に言ったと思う。私はデフレより、デフレ不況が問題だと思っ

ている。デフレでも繁栄することがあるので、そこのデフレとデフレ不況はちょっ

と意味が違う。デフレとデフレ不況は分けて考えなければいけない。 

（福井議員） 実効性ある金融政策に関して、２点ほど意見を述べさせていただく。 

   １つは、実効性ある金融政策という場合、恐らく、最終的にはマネーサプライの

増加につながるものであることは間違いないが、マネーサプライの見方については、

経済が循環的な動きを主軸として動いている場合と、構造問題と深く絡み合いなが

ら動いている場合とで、マネーサプライの運動法則はかなり変わるということにご

注意いただきたい。 

   実際マネーサプライは、ほとんど企業や家計の保有する預金である。これが増え

るということは、要するに預金・貸出が増える、つまり金融機関のバランスシート

が全体として拡大することを意味している。マネーの需要の面からは、経済活動そ

のものが活発化して、企業の資金需要が高まるかどうかがポイントになるし、供給

面からは金融機関の抱える構造問題、つまり、不良債権問題等を克服し、貸し出し

を増やしていけるかどうかがポイントになる。 

   特に過剰債務がなお残存する状況では、企業は有利子負債の返済を進めるので、

その間はどうしてもネットの資金需要の増加は鈍りがちであり、むしろ、ネットの

資金需要というのは減る傾向すら出る。一方、金融機関の方は、不良債権問題の克

服に努める中では、なかなか思い切った新規のリスクテイクが行いにくい。最近は、
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それでも問題が改善しつつあり、貸し出し姿勢が幾分前向きになってきているが、

それでも貸し出しをどんどん積極的に伸ばすまでには至っていない状況である。こ

うしたことから、すぐにマネーサプライの増加には繋がっていかない状況である。

こうした中、引き続き日本銀行は、今の緩和を継続する。また、さらに知恵を絞っ

ていく姿勢でいる。こうした努力は、あくまで実体経済との関連、つまり、企業や

家計の前向きな経済活動を引き出しながら、また金融機関の流動性懸念を払拭して、

金融機関自身の不良債権問題処理をさらに進めながら、最終的にはマネーサプライ

の増加に結びつくようなプロセスをたどる、ということにならざるを得ない。この

ため、実体経済とマネーの側面をあまり分離して論ずるべきではないという点が１

つ。 

   それからもう１つは、先ほど出たＧＤＰデフレーターの話について。ＧＤＰデフ

レーターはパーシェインデックスなので、技術革新が進み物価が下がる段階におい

ては、どうしても下方バイアスがかかる。下方バイアスのかかったＧＤＰデフレー

ターで実質ＧＤＰを出すと、今度は実質ＧＤＰについては、上方バイアスがかかる

から、実質ＧＤＰで２％の成長率が実現したとしても、実現した実質ＧＤＰは少し

割り引いて考える必要がある。このデフレーターで弾いたＧＤＰが２％を実現した

ら、あとはすべてデフレの問題、マネーサプライの問題だというと、問題を歪めて

受けとることになるので、正しい理解が必要だと思う。 

（中川議員） 先程の、麻生議員が担当大臣の時、デフレだと宣言をされたことは、私

は鮮明に覚えている。というのは、４年前に小渕内閣に入っている時に、月例経済

報告の際、実はもうデフレに入ったのではないかという議論を何回もした。その時

に前総裁が、「マネーサプライが増えている」、あるいは「今は在庫の一掃というも

のが非常に重要」という形で、「デフレではない」と言っていた。しかし、あの時

には、もう既にデフレに入っていたのではないかと思っていた。結局、構造的な問

題と循環的な問題の区別、仕分け、それからまた、流動性の問題とか、マネーサプ

ライの問題ということで説明できるのか、できないのか、ということの前提に、何

の指標を見たからいいのかというのは、私はよくわからない。しかしながら、少な

くとも名目成長率と消費者物価のマイナスがこれだけ長く続いているということ

は、今でもデフレ状態だし、過去何年間もデフレだったのではないか。実質が多少

プラスになっても、名目がマイナスである以上は、デフレーターの問題もあるが、

未だに現在もデフレであると思わざるを得ないと認識している。 

（本間議員） 今の中川議員のお話であるが、認知のラグがあったという側面は、私自

身も事実あったと思う。つまり、デフレの事実をどのように認識するかという点に

おいて、少し対応が遅れていたということがあるが、このデフレ問題に関して、政

府・日銀は２つのコミットメントをしていると思う。 

   １つは 2006 年度に名目成長率２％以上の成長を達成するという問題。もう１つ

は、日銀はＣＰＩをプラスの領域に持っていくという考え方を前面に出している。

この２つの目標は実は似て異なる部分がある。これはＧＤＰデフレーターの問題、

ＣＰＩの特性の問題があるが、どちらが容易であるかというと、日銀がＣＰＩをク
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リアする方が容易である。つまり、０の近傍に来ているから。それで金融政策のス

タンスが、プラスの領域に入ってきた時に引き絞めに向かうのではないか、という

観測が恐らく市場では出てくるであろう。 

   しかし、名目成長率２％ということになれば、これはまた、一段高いハードルを

要求されるわけで、これについては財政政策と金融政策がさらに一段踏み込んだ形

で目標達成に向けて協力をしなければならない。したがって、混乱を避けるために、

ＧＤＰデフレーターとＣＰＩにそれぞれ適切な目標設定をすることも考えなけれ

ばならない局面にきているのではないか。そうでなければ、政府、日銀が一体とし

てこの問題に対して対応するイメージがつくり上げられないのではないかという

気がする。 

   その上で、先ほど吉川議員が数字を挙げていたが、金融政策の面では、実質成長

率が前年同期比で 3.2 ％、2.5 ％と 2003 年度に入り、これまでに比べ著しく改善

しているにもかかわらず、マネーサプライの伸びは１％台に下落をしている。金融

政策は、総需要に働きかけて、その結果としてマネーサプライが増えるという一方

の因果関係はあるが、もう一方、マネーサプライが物価に対して直接的に作用する

という因果関係もある。まさに「デフレは貨幣的な現象である」と浜田前経済社会

総合研究所長も指摘をしているので、バランスのとれた金融政策の運営を、両面か

ら追求していくことが必要である。 

（谷垣議員） デフレからの明確な脱却についてのきめ細かい議論の後に、少しラフな

ことだけを申し上げるが、今回の改定に当たって、中期展望の本丸は、中期的に持

続可能な財政をどうつくるかであり、もう一つの大きな柱だと思う。従って、2010

年代初頭にプライマリーバランスを回復するという目標に、政府一体となって取り

組んで行かなければならないが、このことにつき、国民にも分かり易い指針をつく

るつもりで、改定に当たって頂きたい。 

（吉川議員） 繰り返すが、どのような指標で測るかは別として、現在でもまだ日本経

済はデフレの状態にある。谷垣議員が指摘された財政再建に向けても、デフレを脱

却することが必要だ。 

麻生議員が指摘された、デフレとデフレ不況を分ける必要性に関連して、「いつ

でもどこでもデフレは本当に悪いのか」と問われれば、必ずしも答えは明確ではな

い。しかし、有名なケインズが出てくる 1930 年代以前、1920 年代に世界経済学者

番付１位だったアメリカの経済学者アービング・フィッシャーは次のようなことを

言った。「我々の住んでいる経済というものは、湖に浮かぶヨットのようなもので、

傾いても復元する力を持っている。しかしながら、ある力が働くと引っ繰り返って

二度と戻ってこない。その状態に至るには２つの条件が必要だ。１つの条件は、好

況のときに企業が過剰な債務を抱えること。２番目の条件は、続いて起こる不況期

にデフレが生じること。この２つ条件が重なると、資本主義経済はなかなか回復す

ることが難しい。ヨットで言うと、そのまま倒れて戻ってこないことになってしま

う。」残念ながら 90 年代の日本経済は、フィッシャーが言った２つの条件をかなり

満たしていたと思う。したがってデフレは、今の日本経済においては問題だと言え
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る。税収を考えれば一目瞭然だが、財政再建のためにもデフレは障害になる。 

そこで、デフレをどう脱却するか。物価はマネーサプライだけの問題であり、全

て日銀の責任、とは私も考えていない。この点は福井議員のご意見に異論はない。

しかし、１つの指標として、マネーサプライの伸び率がまだ低いことも事実であり、

繰り返しになるが、これに対しては政府・日銀一体となって工夫を続けていくとい

うことに尽きると思う。確かに、直ちに実行できる教科書的な答えがあるにも関わ

らず、その実行を怠っているというほど単純なことではないというのは、福井議員

の仰る通り。しかし、デフレは問題であり、脱却するために政府と日銀が一体とな

ってさらに知恵を出す必要がある。 

（小泉議長） もう一度、２つの条件を繰り返していただきたい。まず好況の時に･･･。 

（吉川議員） 好況の時に、企業が過剰な債務を負ってしまう、借金をしてしまう。デ

フレで困るのは、要するに借金をしているからだ。その後、不況が来ると･･･。 

（小泉議長） 不良債務を抱えたままデフレになる。なるほど、この２つの条件か。 

（麻生議員） 好況の後に起こる不況時にデフレが生じることだ。 

（吉川議員） その通り。好況の時に企業が多額の借金をする。次に不況が来た時にデ

フレになり、企業の債務の実質残高がどんどん増えてしまう。このことは、現在、

企業だけではなく、国も同じだ。 

（中川議員） この点につき、シュンペーターは何と言っているか。 

（吉川議員） シュンペーターは大分違ったことを言った。 

（本間議員） 彼は、清算主義なので・・・。 

（吉川議員） 清算主義とよく言われる。しかし、シュンペーターもフィッシャー議論

に真っ向から反対したわけではない。実体経済の大切さ、要約すればイノベーショ

ンの大切さをシュンペーターは説いた。これは、もちろん間違っていたわけではな

い。フィッシャーもシュンペーターも経済の違った側面を見ていたのであり、双方

正しかったと思う。 

（福井議員） 日本銀行は、物価が継続的に下落している状況は明確にデフレーション

だ、と認識している。従って、なおデフレは続いているという現状認識に基づき、

今の緩和を続けることを約束している。 

   また、経済と物価を正しく判断していくことが今後ますます重要になってくるが、

時の経過と共にＧＤＰデフレーターにバイアスがより強くかかってきているとい

う状況の下では、実質経済成長率及びＧＤＰデフレーターで測定した物価下落率と

もに、ディスカウントして正しい現状認識をしなければいけない。そういう意味で

は、「ＣＰＩとＧＤＰデフレーターの両方を正しく判断しながら、物価経済情勢を

判断すべき。」という本間議員の提案に賛成だ。しかしながら、これが「金融政策

運営の対象として、２つの指標を使うべき。」という御趣旨であれば、現実的では

ないと思う。やはり、日本銀行は、ＣＰＩという明確な目標の下に対応させて頂き

たい。なぜなら、ＧＤＰデフレーターは１つの有力な分析ツールではあるが、一般

の企業や人々は、ＧＤＰデフレーターを見ながら心理形成をして行動しているわけ

ではなく、企業物価や、特に消費者物価を見ながらインフレ心理・デフレ心理を形

成し、行動していると考えている。中央銀行としては、やはり今後ともＣＰＩの動

きを基本的な判断事項として行動させて頂きたい。ＧＤＰデフレーターも充分吟味

するが、実際の目標としてはＣＰＩでやらせて頂きたい。 

（本間議員） 福井議員の仰ることは良く分かるが、現行では、日銀の態度について、

ＣＰＩがクリアできたら金融引き締めの方に舵取りを変えるのではないか、という
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市場の思惑が出て、政府目標である名目成長率２％の達成との乖離が出てくる危険

性があると申し上げている。その時にどのように協力関係をつくっていくかが問題

だ。 

（福井議員） そうした議論となるため、本日も２度指摘したが、実体経済や物価の動

向につき、政府もＧＤＰデフレーターのバイアス部分をきちんと点検して判断して

頂きたい、と申し上げている。日本銀行としては、足許のＣＰＩが仮にプラスにな

っても、あるいは将来見通しがプラスになっても、それはあくまで必要条件である

と考えており、さらに十分条件として本当に引き締め方向に政策を転換して良いか

どうかについて実質判断をする。ＧＤＰデフレーターを、ＣＰＩと同様に金融政策

運営のターゲットとし、どちらもプラスになるように政策運営をするべきという議

論であれば、政策運営上の混乱を招くため、避けて頂きたい。 

（麻生議員） それはそうだ。 

（中川議員） これは４年前、98・99 年の月例経済報告の際の議論だが、私がデフレ状

態に入っているのではないかと質問したところ、当時の日銀総裁から「まだそうで

はない。なぜならマネーサプライが増えている。」との回答を受けた。マネーサプ

ライが増加すれば、単純に言えば、当然インフレになり、物価が上昇する。しかし、

先程福井議員が指摘された通り、債務処理やリストラ的な目的に使われたことが要

因だと思うが、現実にはどんどん下がっていった。その結果、今振り返れば、マネ

ーサプライの増加は、90 年代に比べると、2000 年以降はデフレ対策化していった

と思う。日銀の政策のもう一つの大きな柱である金利政策が、完全にゼロ金利で固

定されたために、通貨供給政策にぐっとシフトしたためだろう。結論としては、福

井議員、民間議員の方々、そして私が「まだデフレ状態にある」との認識を共有し

ている点は良いが、デフレ対策が今一歩足りないことは明らかであるため、デフレ

脱却のためにも、景気刺激のためにも、日本銀行として通貨供給をより努力して頂

きたいと思う。 

（福井議員） 日本銀行は、現在、金融緩和をすることで、企業のリストラと、過剰債

務の返済とともに、将来を見据えた新規投資を容易にし、その結果、資金需要を起

こし易くしている。今、マネーサプライが減っているのは、小泉内閣の構造改革の

方針に沿って、企業がきちんとリストラを、言い換えれば、企業にとっては過去の

過剰な債務の返済を、進めているためである。今このプロセスが現実に進んでいる

中で、マネーサプライの伸びが鈍いから緩和が不十分だと判断するのではなく、も

う少し時間軸を置いて見て頂きたい。 

（麻生議員） 通貨供給量の窓口規制と金利政策と、日銀の政策の柱はこの２つだった

か。 

（福井議員） 窓口指導は、現在は行っていない。 

（竹中議員）  大変格調高い議論をしていただいた。「改革と展望」の改定の中での議

論として、若干整理をさせていただくと、名目ＧＤＰ、2006 年について、しっか

りとした名目成長の実現は大変重要である、そのために構造改革にさらに踏み込む

ということは、我々の合意である。同時に、財政の持続可能性を回復するシナリオ

と、この成長シナリオを示すことが、「改革と展望」の非常に重要な役割になって

くる。これからいろいろな審議の場でも、どのようにして名目成長率を高める道筋

を確保するのか、どのようにして持続可能な財政を実現するのか、これは当然、重

要なポイントになるので、政府としての説明責任を果たすためにも、そのシナリオ

をはっきりと国民に伝えていくという責任を我々は負っていると思う。そうした議
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論を、この「改革と展望」の中でぜひ行いたい。その中で、デフレとの関係で、マ

ネーと実体経済との関係、これは原因と結果としてどのようにとらえるかについて

は若干異なった議論もあるが、不況をある程度実体経済の悪化と考えると、どのよ

うに不況とデフレの関係を考えるかということにもなってくる。また、その際、何

を指標とし、そのバイアスをどのように考えるかということも重要なポイントであ

る。政府と日銀が、それぞれ協力することは異存がないが、より具体的に、どのよ

うな協力をしていくかに関しても、できるだけ踏み込んだ議論をしていく必要があ

ると思う。12 月９日に２次ＱＥが出るので、それを踏まえた数字を含めた議論に

入っていくことになる。その過程で、今日の議論を踏まえて、私の方でマクロの議

論の整理をさせていただき、今後の色々な論争に備えて、ここに御提示をさせてい

ただくのがよいかと思う。 

   いずれにせよ、ぜひとも引き続き問題意識を深めていただきたい。「改革と展望」

については、次回の諮問会議において原案を御審議いただきたいと考えており、よ

ろしくお願いしたい。最後に何かあればどうぞ。 

（奥田議員） ２つ申し上げる。１つは年金の改革について、これまで諮問会議で何度

も議論をして、論点は出尽くしていると思う。我々民間議員の意見も前回の竹中大

臣のまとめに反映されており、国民に説明責任を果たせるように、これまでの議論

の内容を踏まえた結論に導いていく、ということだったと思うが、ぜひ、そのよう

にやっていただきたい。また、真に持続可能な制度にするためには、引き続き諮問

会議で制度体系を議論すべきである。 

   それから住宅について。住宅は内需拡大の大きな柱であり、持ち直しつつある景

気を支えるためには、良質な住宅あるいは住環境を整備しないと、国民の生活はよ

り豊かにならない。税制面からの支援拡充はぜひ必要であり、少なくとも現行の住

宅減税の延長は不可欠であると思っている。ぜひ住宅減税の延長を最低限お願いし

たい。 

（谷垣議員） 今の住宅減税の点については、景気対策上非常に重要な意味を占めると

いうことと、他方、非常に減税額が大きくなる。この２つをどこで折り合いをつけ

るのか相当議論をしている。今年でバタッというような話ではないだろうと考えて

いるが、もう少し議論をさせていただきたい。 

（竹中議員）  本日はありがとうございました。 

（以  上） 


