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（開催要領） 

1．開催日時：2007 年１月 29 日(月) 18:01～19:20 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長     安 倍   晋 三  内閣総理大臣 

議員     塩 崎   恭 久  内閣官房長官 

同      大 田   弘 子  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同      菅     義 偉  総務大臣 

同      尾 身   幸 次  財務大臣 

同      甘 利    明   経済産業大臣 

同      福 井   俊 彦  日本銀行総裁 

同      伊 藤   隆 敏  東京大学大学院経済学研究科教授  

（兼）公共政策大学院教授 

同      丹 羽  宇一郎  伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同      御手洗 冨士夫  キヤノン株式会社代表取締役会長 

同      八 代   尚 宏  国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員   渡 辺   喜 美  公務員制度改革担当大臣 

国・地方行政改革担当大臣 

 

      林     芳 正  内閣府副大臣 

 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 

（２）政府改革について 

1) 公務員制度改革 

2) 政策金融改革 

（３）マクロ経済運営について 

3.閉会 

 

(説明資料) 

○ 平成 19 年の経済財政諮問会議における主な課題（大田議員提出資料） 

○ 公務員制度改革について（渡辺臨時議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第２回）
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○ 株式会社日本政策金融公庫法案（仮称）について（渡辺臨時議員提出資料） 

○ 株式会社日本政策投資銀行法案（仮称）について（尾身議員提出資料） 

○ 株式会社商工組合中央金庫法案（仮称）について（甘利議員提出資料） 

○ 地方公共団体公営企業金融機構（仮称）について（菅議員提出資料） 

○ マクロ経済状況について（内閣府） 

○ 福井議員提出資料 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから、今年２回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

今日の議題は３つあります。１つは、今後の諮問会議の進め方について、私か

らペーパーをお出しして御審議いただきます。次に渡辺大臣、林副大臣に御参加

いただいて、政府改革として、公務員制度改革と政策金融改革を御審議いただき

ます。最後に、マクロ経済運営について御審議いただきます。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（大田議員） まず、今後の諮問会議の進め方ですが、前回の御議論を踏まえまして、

また途中、事務方で調整いたしまして、「平成19年の経済財政諮問会議における主

な課題」というペーパーを御用意させていただいております。これについて、私

の方から簡単に御説明いたします。その後、皆様から御意見、あるいは補足の御

説明をいただきたいと思います。前回のペーパーと違った点、新たに加わった点

を中心にお話しいたします。 

   まず「１．取り組みを強化すべき課題」は、趣旨を書いております。「２．平成

19年の主な政策課題」は、何のためにこういう改革をやるのかをわかりやすく加

えてあります。要は、日本経済の持つ潜在的な力を開花させるための政策を集中

的に実施するということです。 

   「(1)成長力の強化」の「①生産性の向上」の「ＩＣＴ産業の国際競争力の強化」

は、生産性向上のために大変重要な課題であり、菅大臣の下で御審議いただいて

いますので、それを加えました。 

   「高等教育（大学・大学院）改革」は、前回伊藤議員から御発言がありました。

高等教育の改革は、人材活用にも生産性向上にもグローバル化にもつながる課題

ですので、諮問会議で議論していきたいと思います。 

   「②グローバル化」については、戦略的な経済外交を行うという趣旨を書き入

れてあります。項目に新たに加わったものはありません。 

   「③人材活用」は、趣旨を加えてあります。「誰もが能力形成や資格取得の機会

が得られる仕組みをつくり、「底上げ」によって格差の固定化を防ぐ。」というこ

とで、総理の施政方針演説にも加えている「底上げ」という言葉を補ってありま

す。 
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   「(2)効率的で質の高い社会保障制度の構築と少子化対策」では、少子化対策と

いうのを明示的に入れました。項目にも３つ目に「少子化対策のあり方」を、政

府としても会議を作って重点的に議論するということになっておりますので、入

れてあります。 

   「（3）21世紀型行財政システムの構築」という点について、「①歳出・歳入一体

改革の実現・加速」の２つ目に「政府資産・債務改革」とございます。これに関

して、前回尾身大臣から政府資産・債務改革を更に加速することはスケジュール

に入っていないという御発言がありましたので、その点クリアにしました。政府

資産・債務改革をきちんと実行し、その上で独立行政法人や自治体に拡大すると

いう趣旨で、実行と拡大とを分けて書いてございます。 

   「②行政の機能・組織の抜本的見直し」の１つ目、国・地方の政府業務のゼロ

ベースでの洗い直しに着手については、国だけと読めるような表現でしたので、

国・地方の両方を加えてあります。 

   ４つ目、国・地方自治体における人件費を含む歳出合理化の徹底は、地方自治

体だけが明示されていたので、これも国・地方自治体の両方を加えてあります。 

   「③公務員制度改革」の２つ目、再就職斡旋の部分については、甘利大臣、尾

身大臣から、押し付け的な再就職斡旋ということが分かるような表現にという御

発言がありましたので、仕事とセットになった再就職斡旋、押しつけ的な再就職

斡旋を根絶していくと、前回総理から出された指示のとおりに書いております。 

   「④地方分権改革」の１つ目、菅大臣から国と地方の役割分担を明示的に出し

た方が良いというアドバイスがありましたので、国と地方の役割分担の見直し等

による新分権一括法の策定を入れております。３つ目、地方公共団体間の財政力

格差の縮小についても、前回尾見大臣からも御発言がありましたので、加えてあ

ります。 

   私からの変更点は以上です。 

   御意見等いただきたいと思います。丹羽議員。 

（丹羽議員） 今、大臣が述べられたことは、いずれも大変重要だと思います。特に、

今度の国会でも大きなテーマになりそうなのは、経済活力と両立するような働き

方や労働市場のあり方、就業率のアップ、格差の固定化を防ぐことなど、また集

中的・効果的な能力形成支援プログラムや就労促進型福祉への転換については、

かなり緊急を要する課題であり、具体的策を早期に検討する必要があると思いま

す。 

（大田議員）  ほかに。尾見大臣。 

（尾身議員） ６月を目途に「基本方針2007」をとりまとめることになっているわけ

ですが、国と地方のプライマリー・バランスについては、2011年、それから2010

年代半ばと目標がありますが、全体として見て、国は非常に大きなマイナスで、

地方がプラスで、両方合わせてややマイナスという感じになっております。国の

プライマリー・バランスを回復させないと、全体としての財政再建が実現できな

いので、私どもとしては、これから６月までの間に、そこを意識的に検討しなが
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ら進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  では、甘利大臣、御手洗議員。 

（甘利議員） 今回の提案は、私がかねてから主張してきたこと、つまり成長力強化

を最初に掲げて成長重視の姿勢を明確にしていること。そして成長力強化のため

に生産性向上、グローバル化及び人材活用という３つの課題に取り組むことが提

示をされておりまして、基本的には賛成。この３つの課題は相互にオーバーラッ

プするものでありますから、総合的な視点から一体として議論していく必要があ

ります。今後は、各府省の協力を得ながらこれらの課題を早急に具体化していく

必要があります。この会議の場で審議された事項については、改訂を予定してい

る経済成長戦略大綱にも反映させていきたいと思います。 

（大田議員）  では、御手洗議員。 

（御手洗議員） ２点ございますが、１点目は、効率的な社会保障制度の構築と書い

ておりますけれども、これは秋以降の本格的・抜本的な税制改革と表裏一体にな

っていると思います。昨年末に制度設計の基礎となった人口推計が改訂されたば

かりです。したがって、まさに今年議論を尽くすべき課題だと思います。多数の

年金未納者が存在する一方で、国民が自分の社会保障の負担や給付に確信が持て

ないのが今の状況です。したがって、質の高い制度を構築するためには、社会保

障個人会計と、その基盤である社会保障番号を早期に導入すること、そして税と

保険料の一体的な徴収体制を整備することが、喫緊の課題だと思います。もう少

し突っ込んでやっていただきたいと思います。 

   もう１点は、道州制について。新分権一括法の策定や税源移譲などの新たな三

位一体の改革をまず強力に押し進めようとしていることには異論はありませんが、

そもそも国と地方のあるべき姿を考える道州制については、今から国民的な議論

を喚起して、道州制を前提とした形で地方分権体制を進めていくべきだと思いま

す。例示されている地方出先機関の改革をはじめ、広域経済圏の形成を目指した

産学連携や地方大学の再編、基礎的自治体への権限移譲など、道州制を見据えた

先行的な取組を促進していただきたいことを強調しておきます。 

（大田議員）  丹羽議員。 

（丹羽議員） ３ページの「行政の機能・組織の抜本的見直し」で市場化テストが取

り上げられておりますけれども、ＰＤＣＡの仕組みづくりをしっかりしないと実

際にワークしないということがあります。政策評価については現行法で十分可能

だと思いますけれども、重要な対象分野については各省庁が決めるのではなく、

経済財政諮問会議で総務大臣の具申に基づいて決定しＰＤＣＡを実行していく仕

組みを、菅大臣に是非御協力いただき、お願いしたいと思います。 

（大田議員）  菅大臣。 

（菅議員） 「進路と戦略」の着実な実施を図るためにもＰＤＣＡサイクルの強化は

極めて重要であると、私どもも考えております。積極的かつ効果的な実施・活用

ができるように、政策評価制度の運営の改善・充実を図っていきたいと思います。 

   また、先ほど御手洗議員から地方分権についての御発言がありました。前回の
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諮問会議でお願いし、国と地方の役割分担を入れていただき感謝申し上げます。

国と地方の役割を明確にし、分担することによって、権限や財源が移譲されてい

くことが極めて大事なことだと思っておりますので、この議論を是非していただ

きたいと思います。 

   今、夕張市の問題等も出ておりまして、今度の国会に自治体の再生法制を出さ

せていただきます。現行法では、再建するしないは地方自治体の申出に委ねられ

ており、私どもは受け身であります。また、指標についても第三セクターなどが

入っておりませんから、そういうものも入れた指標に基づき、途中でイエローカ

ードが出せるようなことも、国会に出させていただく予定でありますので、そう

いうことも含めて、地方分権はしっかりやっていきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、今日お示ししました案は、基本的

に御了解いただいたということでよろしいでしょうか。 

   いただきました御意見はいずれも重要ですので、今後の議論に生かしていきた

いと思います。 

   それから、ＰＤＣＡサイクルの話がありましたけれども、一昨年から「骨太方

針」もＰＤＣＡサイクルを実施しておりまして、書かれたことが着実に実施され

ているかどうか評価することにしております。今年も「骨太2006」の取組状況を

包括的に点検し、３月下旬に諮問会議に御報告し、また「骨太2007」のとりまと

めに生かしたいと思いますので、各大臣とも御協力をよろしくお願いいたします。 

   総理から。 

（安倍議長） 大田大臣の提出資料の中に、「底上げ」によって格差の固定化を防ぐと

いう文言がありますが、これは成長力の底上げのためにも必要であり、いわば我々

の基本的な姿勢の一つだと言ってもいいだろうと、このように思います。 

   働く人全体の所得や生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防止していくこ

とが必要であると思います。したがって、この問題については６月の「基本方針

2007」を待たずに、短期集中的に具体策を検討する必要があるので、官房長官と

大田大臣は、成長力の底上げ政策の検討の進め方について、早急に考えてもらい

たいと思います。 

（大田議員）  では、今の点、官房長官と早急に御相談し、具体的な立ち上げを考え

ていきたいと思います。 

   それでは、次の議題に移らせていただきます。 

   渡辺臨時議員、林副大臣が入られます。しばらくお待ちください。 

（渡辺臨時議員、林副大臣  入室） 

 

（大田議員） それでは、議事に入ります。 

   まず、渡辺大臣、林副大臣から公務員制度改革の進捗状況について御説明をい

ただきたいと思います。恐縮ですが、時間が限られていますので、５分程度とい

うことでよろしくお願いいたします。 
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○政府改革について 1) 公務員制度改革 

（渡辺臨時議員） お手元の１枚紙で公務員制度改革の進捗状況について御説明申し

上げます。 

   まず、「公務員のあるべき姿」について。国民に奉仕すべき存在として、国民か

らの信頼が得られるよう公務に専心することが求められるのと同時に、公務員と

しての誇りとやる気を持って働く必要がある。このあるべき姿を念頭に置いて、

公務員制度改革全体として検討を進め、まとまったものから具体化をしていく、

ということを考えております。 

   具体的には、資料の①から④までのとおりでございます。①②は、今国会に法

案を提出したいと考えております。③の基本権の問題につきましては、佐々木毅・

行政改革推進本部専門調査会座長に４月中の中間とりまとめを要請しております。 

   まず、「①再就職管理の適正化」について。総理の御指示によりまして、あっせ

んと仕事がワンセットになった押し付け的再就職あっせんを根絶する、この線で

行為規制の導入を考えております。行為規制違反に対して刑罰、懲戒等により厳

しく制裁を考えております。 

事前承認制度につきましては、「中馬プラン」で誤解を受けたところでございま

すので、暫定期間を設け、現行の離職後２年間の事前承認制度を実施する。監視

体制についても検討を進めているところでございます。 

   「②能力・実績主義の人事管理」について。「能力本位の任用制度の確立」とし

て、採用、昇任、降任、転任といった任用の定義を明らかにする。標準的な官職、

標準職務遂行能力を定め、能力実証の基準を明確化する。職階制は廃止をすると

いうことでございます。 

「新たな人事評価制度の構築」として、職員の執務について、定期的に勤務成

績の評価を実施することといたしております。 

   「④その他」でございますが、分限処分の考え方については、人事院のガイド

ラインでございますので、早期に結論を得るよう検討しております。また「中馬

プラン」の主要課題の一つであります官民の人材移動促進を検討しているところ

でございます。 

   以上であります。 

（大田議員）  それでは、自由に御討議いただきたいと思います。丹羽議員、尾身大

臣。 

（丹羽議員） 渡辺大臣が「あっせんと仕事がワンセットになった押し付け的再就職

あっせんを根絶」ということで法案作業を進められている、ということを高く評

価したいと思います。行為規制を設けて、違反に対して厳しく制裁するとか、事

前承認制度を暫定的に存続させるということは、民間議員としても過去に提案し

ておりますし、正しい方向であると思います。ただし、あっせんと仕事がワンセ

ットになった押し付け的あっせんの根絶を実効性あるものにするということが非

常に大事でありまして、そのためにはあっせんをどう定義するか。言いかえれば、

禁止行為の範囲をどう定めるかがこの法案のポイントだと思います。この定義い
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かんによっては、規制が尻抜けになってしまう懸念が多いにありまして、適切に

法案化を是非お願いしたいと思います。 

   一方、押し付け的再就職支援との疑念を招かないベストの方法は一体何かとい

うことも大変な課題でありまして、各省庁によるあっせんをやめて、抜本的に強

化された人材バンクを経由してすべてのあっせんを行うということにあるかと思

います。是非人材バンク機能の強化を急ぐべきであると思います。グレーの部分

を残さない、できるだけ透明度の高い再就職支援によって、官民人材交流を行う

ということが安倍総理の施政方針演説を実行する要だと考えております。 

（大田議員）  尾身大臣。 

（尾身議員） 公務員制度改革は大変大事な安倍政権の柱だと思っております。これ

をどうしても進めたいと思いますが、やはり法律の前文のような考え方というの

が必要で、公務員は天下国家のために奉仕する、公に奉仕する、国として大変大

事な役を担う人材であるということを全体の考え方に打ち出していただきたいと

思っております。 

昨今、マスコミ等で、すべて役人は悪の権化であるということを言わんばかり

の風潮があり、渡辺大臣資料に「誇りとやる気を持って働く」と書いてあります

が、その誇りとやる気をなくすような議論というのが非常に横行しております。

きちんと改革はやるけれども、公務員というのは国家の非常に大事な仕事を担う

ものであるから、責任もあるし、権限もあるし、正しい仕事をやることを要求さ

れているというような、国としての公務員に対する正しい評価というものを前文

に入れて考えていただくのがよいのではないかと思います。 

   官製談合の問題などが指摘されていて、これは非常に問題があるのですけれど

も、申し上げたような基本的なスタンスを持った上で、公務員制度について国民

の理解と納得が得られるようなオープンなものにする、制度を正しくする、また

合理化をしていく、こういう考え方が一番大事ではないかと思っていますので、

特にこのような厳しい改革をやる場合には基本的なスタンスを、心としては非常

に温かみのあった心で公務員制度改革をやるということを、是非お考えをいただ

きたいと思います。 

（大田議員）  八代議員。 

（八代議員） 尾身大臣がおっしゃったとおり、やはり誇りを失わせるような改革で

あってはだめだと思いますが、そのためには渡辺大臣がおっしゃいましたように、

公務員制度改革全体としてパッケージとしての改革が必要なのではないかと。つ

まり、なぜ一種の天下り的なものが必要かというと、早期勧奨退職制度と、その

背景には年功賃金、特に指定職の段階で急速に上がるような賃金制度の下で、あ

えて辞めてもらう人もいるということで、いわばバランスをとるために起こる矛

盾の一つで、それが結果的に国民の信頼を失っているわけです。したがって、全

体としてパッケージとして基本的に民間と同じ方向で、年功主義ではなく能力本

意の任用制度にするということで、能力のある人にとっては飛び級のような、ど

んどん上に上げていくということも含めた改革、整合的な改革が必要ではないか
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と思います。 

（大田議員）  甘利議員、それから御手洗議員。 

（甘利議員） 今日の渡辺大臣提出資料の内容について、そのとおり受け取れるなら

ば、これは賛成です。以前から申し上げているとおり、官僚をたたけばたたくほ

どいい制度ができるという風潮だと、いい人間は一人も来なくなる。やはり優秀

な人間が集まるというような、モチベーションをしっかり上げておくということ

が大事です。我が省で言いますと、局を越えて筆頭課長補佐の会議というのを行

っております。その会議の議論に耐えた案件だけが上に上がって、今度は筆頭課

長会議という、局を越えた会議を行っております。そこでも耐えるものが上に上

がっていくという、局を越えて自由闊達な議論を行います。若手職員一人一人に、

なぜこの役所を目指すかと聞いてみると、自由にものを言って縦割りじゃなくて

議論ができる、自分たちが国を支えているという思いがあるという。そういう思

いで優秀な人材が集まるのですから、官僚は悪であるということになったら、日

本は悲惨なことになる。やる気なく、期間だけ勤め上げて、定年になりました、

退職金をもらって終わり、みたいなことにしては絶対いけないと思います。どう

も片方にずうっと偏りがちな議論になり、これでは大変だというので取り返すの

にまた30年かかったとか、そういうふうにならないように、国家を憂う人材がち

ゃんと集まるようにしないといけない。全員定年まで置くというのは、行革の中

でできるのかどうか。辞めるぎりぎりまでは日本のためにすべてを捧げるという

ような思いでやってもらわないと、先のことを心配しながら、１年も２年も気も

そぞろということにならないようにしてほしいと思います。 

（大田議員）  御手洗議員、それから塩崎長官、そして菅議員で。 

（御手洗議員） 半分は質問ですけれども、この公務員改革というものは、地方分権

をこれから進めていくわけですけれども、当然、地方公務員にも同様のことを適

用するということでしょうか。 

（大田議員）  では、それは菅議員にお答えいただいて、最後に渡辺議員。 

（菅議員） 当然、国に準じた形で地方も今までやっております。ただ若干違うのは、

地方ではほとんど60歳まで雇われております。この点は国との違いがあります。 

（御手洗議員） パッケージもよくありますから。 

（菅議員） そこは十分に配慮してやらせていただきます。 

   いろいろ議論が出た中で、能力・実践主義の人事管理、これは私どもの所管で

やっていますけれども、なかなか今までうまくいっていなかったものですから、

こういう問題が出てきていると思っていますし、人材バンクの活用も積極的にし

なければならない。問題点等は、それなりに掌握をしておりまして、人材バンク

については今年の４月から求人開拓に民間事業者を活用しようだとか、あるいは

各省の人事管理者にすべての求人情報を提示するとか、登録職員の対象範囲につ

いて、今までは限られた課長以上などしておりましたが、そういうものも見直す

と。色々な対策を練っていますけれども、こういうものをきちんとした段階でパ

ックの形にできるように全力を尽くさせていただきます。 
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（大田議員）  では、塩崎長官。 

（塩崎議員） まず第一に、渡辺大臣の御説明いただいた内容について、是非頑張っ

てもらいたいと思っています。 

   その上で少し申し上げたいと思いますけれども、各議員からお話があったよう

に哲学が大事なのだろうと思います。哲学の中で大事なのは、官が上にあって、

民が下にあるということではなく、民のために官があるという発想を忘れてはな

らないということです。制度として新たなものを作るならば、むしろ民が真似た

くなるような制度にまでしていただいたらよいのではないかと思います。 

そういう意味で幾つか申し上げると、やはり優秀な人が来なければいけないと

いう甘利大臣の御発言はまさにそのとおりであります。そうなると、参入障壁は

なるべく低い方がいい、流動性は高い方がいいということになると、例えば今の

公務員試験はかなり高い参入障壁かなという感じがいたします。その点は明示的

に書いていないので、それも検討対象にしていただいたらどうかと思っておりま

す。 

   前々から思っているのは、資料の「④その他」の中に「官民間の人材移動促進

を検討」とありますが、「検討」ではなくもっと前向きに「断行」するぐらいやら

なければいけないし、官民の壁がなくなるところで、いつも官に人が、その時々

の優秀な人がいるというのがベストだろうと思いますので、特に強調させていた

だきたいと思っています。  

天下りについては、やはり世の中の相当の反発というものがどうしてもあると

思います。したがって、押し付け的なものだけではなく、人材移動という横滑り

のようなものまで全部天下りのように見られて非常に苦労すると思うので、やは

り国民の信頼をかち得るためには、行為規制というものをきちんとした方がいい

と思っています。色々聞いているのは、今までのアイデアもそうですけれども、

利益を求めるための接触とか要求とか、そういうことになっていますけれども、

もっと「李下に冠を正さず」的に、接触規制とか相当厳しくやらないと世の中は

納得しないのではないかと思います。 

   それから人材バンクについて、基本的に前も申し上げましたが、官から民に行

くときの動き方というのは二通りあって、引き抜かれるぐらい魅力的な人、この

人たちの立場も考えてあげる。一方で必ずしもそうではない者は、先ほどお話が

合ったとおり人材バンクを活用する。ただ全部に透明度というと、引き抜かれる

ようなタイプの人は透明度があるとなかなか難しくなるのではないかなと。また、

今は大体自分の仕事と関係するところに行けないこととなっていますが、それは

行為規制を厳しくかけた上で許してあげないと優秀な人が横に動けないというこ

とになってしまうので、それにも意を尽くしていただくとよいのではないかと思

っています。 

   いずれにしても、どのような哲学でやるのかということも、一緒に明示してい

ただくと大変ありがたいと思います。 

（大田議員）  簡単に。 
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（伊藤議員） これは必ずしも厳しくするだけの改革ではないと思います。誇りとや

る気を持った優秀な人材を集めるということになるべきだし、なる要素を持って

いる。それはやはり能力・実績主義で年功序列を打破することによって、優秀な

人は早く昇進するということです。私も２年間人事交流で官庁勤めをしたことが

あるのでわかりますけれども、今の制度だと年次ということに縛られ、年次の同

一の者が全く同等に上がっていくということで、これは相当無理をしている部分

があるわけで、優秀な人を早く責任ある地位につけ、そのような人は早く、いわ

ゆる卒業ということになるわけです。卒業した後は、優秀なわけですから、全く

面倒を見る必要はなく、本人がどこかに引き抜かれるなり、国を挙げて応援して、

国際機関に送り出すということにすればいいわけで、やっぱり「年功序列の打破」

と「実績主義」というところを強調することによって、やる気のある人というの

は必ず来ると思います。 

（大田議員）  では、渡辺大臣。 

（渡辺臨時議員） 私はまだこの問題は新米でございますけれども、総理から大臣就

任のお話をいただいたときに、将来世代にツケが回らないように徹底した合理化

と効率化を図ってほしいという御指示をいただいておりますので、これは「愛の

構造改革」だと私流に考えまして、その方向で制度設計を考えているところでご

ざいます。 

もとより、公務員が憎らしくて再就職なんか絶対させないとか、そんなことを

考えているわけでは毛頭ございませんので、まさしく「愛の構造改革」路線で、

今日いただきました御意見なども踏まえて具体化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

（大田議員）  ありがとうございました。それでは、よろしいでしょうか。 

引き続き政策金融の議論に入らせていただきます。これまた渡辺大臣、林副大

臣から改革の進捗状況について御説明いただき、その後、尾身議員、甘利議員、

菅議員から御説明いただきたいと思います。 

時間が限られていますので、これは１分ぐらいでお願いできると幸いです。よ

ろしくお願いいします。 

 

○政府改革について 2) 政策金融改革 

（渡辺臨時議員） それでは、提出資料に沿って、「株式会社日本政策金融公庫法案（仮

称）」について御説明申し上げます。 

   ポイントは、「改革の後退は許さない」、この一言に尽きます。いろいろと新聞

等で出ておりますが、例えば「業務」のところにあるように、業務の不断の見直

しは行います。民業補完を徹底いたします。市場化テストの対象といたします。

現行の量的縮減の数値目標、平成20年度中に貸付残高のＧＤＰ比半減、を確実に

達成する。こういう目標が現在ございますが、達成した後、更に数値目標の設定

を検討いたします。 

   次に、「組織・会計経理等」についてでございますが、一つの政策金融機関とし
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て業務を実施するわけでございますから、子会社は現在ございませんが、法改正

をしない限り子会社はできません。これははっきり申し上げます。それから資金

調達でございますが、一元的に効率的な資金調達を実施いたします。発行債券に

政府保証が付与され、予算の国会議決、決算の国会提出、金融庁の検査の実施な

どもいたします。 

   以上でございます。 

（大田議員）  それでは、尾身議員から御説明をお願いします。 

（尾身議員） 「株式会社日本政策投資銀行法案（仮称）」について、今から５年ない

し７年間を暫定期間として特殊会社に移行すると。しかし、非常に自主性を重ん

ずるようなやり方でやっていくということでございまして、この期間は財政融資

の資金の借入、政府保証債を出すことができます。５年から７年経って完全民間

会社にして、このときには金融庁の監督を受ける民間会社としていくこととし、

予定どおりきちっとこれを推進していきたいということでございます。５年ない

し７年後に株を全部民間に売りますので、その段階で法律を出さねばならないの

ですが、完全民営化、民間会社にして普通の民間会社並みの活動をしていただく、

こういうことで進めていきたいと考えております。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございました。甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） 「株式会社商工組合中央金庫法案（仮称）」の資料を出させていただい

ています。 

   これは、与党でずっと議論をしてきた、それを形にあらわすとこうなるという

ものです。与党で何を議論したかといいますと、もう一つ銀行をつくるというの

ではない、中小企業を育ててきた、そのノウハウを持った中小企業向けの銀行を

つくるということです。だから、その目的が拡散したり、変質したりしないよう

な意味での縛りだけをかけ、それ以外は普通の銀行ということにしました。 

   なぜかというと、これは日本の発展の基盤になるものであります。私は世界中

を回って、日本とそれ以外の国との差というのは何だろうかというのをつぶさに

現場でいろいろ聞きました。これは中小企業の差なのですね。競争相手として脅

威があるのは、中小企業が育っている国、部品・部材で優秀なものを供給してい

るところです。ただ安いものを集めてきて、組み立てるアセンブリー産業として

の大企業しかないところというのは、実はそんなに怖くないのです。これは御手

洗会長が一番肌身に感じていらっしゃると思うのですけれども。その優秀な部材

を供給できるような中小企業が日本からなくなった時点で日本は完全に終わりま

す。 

そういうすごい中小企業がものすごくたくさんあるというところが、日本のす

ばらしさです。それを誰がどういうノウハウで育んできたか。商工中金は金を貸

すだけではないのですよ。そういうのを見出して経営指導と相まってやってきた

からこそ、それが育って中堅企業になってきているのです。そのノウハウを持っ

ている金融機関として中小企業向けに残さなければだめですよ、そうでないと角
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を矯めて牛を殺すようなことになりますよ、という警鐘を鳴らしてきたのです。 

大手の銀行が失敗したというのは、土地がどんどん上がったときに、審査をす

るというのではなく、担保をとる、とってさえいればそれが上がるから会社がど

うなろうと関係ない、とりっぱぐれしないという態度だった。一番金融機関とし

て大事なところを失っていた。その間に商工中金はしっかりとシーズを見極めて、

どうやって育んでいくかというノウハウの下に育ててきた。そういうセットの力

を持っている中小企業向けの金融機関をつくらないと、中小企業はだめになる、

そのときに日本は終わりですよということを言いたい。だから、株主制限をきち

っとかけている。定款でかければ良いということについては、定款を変えられて

しまったらおしまいではないかということを言ってきました。日本の発展の秘密

である、そういう力を残しておかないと大変だ、ということです。 

   現実問題として、政府出資を入れても自己資本比率というのは8.01％しかない

のですね。政府出資を外したら3.52％で国内金融機関としてもだめで、業務改善

命令が即刻入ってしまうということになります。 

（菅議員） よろしいですか。「地方公共団体公営企業金融機構（仮称）」について御

説明させていただきます。 

   これは「行革推進法」及び「政策金融改革に係る制度設計」に忠実に制度設計

を行っております。対象事業の重点化、規模の抑制を図っていきます。更にガバ

ナンスについて抜本的に強化したいと考えています。政府の関与でありますけれ

ども、必要最小限の適法性のチェックのみに限定をする。そういう制度設計を行

っていきたいと思います。 

   以上です。 

（大田議員）  それでは御議論を。八代議員。 

（八代議員） 渡辺大臣の方から御説明のあった株式会社日本政策金融公庫について

は、是非、今おっしゃったように、業務の不断の見直し、市場化テストの対象と

する。現行の量的縮減の数値目標を確実に達成し、その後の新たな削減に向けた

数値目標の設定を検討する。それからあくまで法改正をしない限り子会社化はで

きない。一元的に効率的な資金調達を実施することで全体の調達コストを下げる

と。こういう御説明があったと思いますが、それについては是非実行していただ

いて、特に法案段階の最後の詰めというのが非常に重要ですので、渡辺大臣のリ

ーダーシップを心から期待しております。 

   商工中金につきましては、今甘利大臣から御説明がありましたが、私がやや理

解できないのは、商工中金が優れた能力を持っている中小企業を育てる独自のノ

ウハウを持っているということであれば、なぜ完全な民間金融機関として同じこ

とができないのか。民間の投資銀行というのは収益性の高い企業を見つけて、適

切なマッチングをすることできちっと経営をしているわけですが、それだけ比較

優位を持った商工中金というのは、当然競争力はあるわけで、これは逆に保護す

る必要はないのではないでしょうか。 

   株主制限については、移行期段階は現在の法案のとおりでいいと思いますが、
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完全民営化した後でも100％株主制限が本当に必要なのかどうか。例えば、過半数

を持っていればいいのではないかという考え方もあるわけで、それを今ここで決

める必要はないのではないか。あくまで法律で移行後のことまで決めるのではな

くて、もうちょっと時間をかけて考える必要があるのではないかということです。 

   それから民営化というのは、先ほど尾身大臣の御説明にもありましたように、

やはり政府の出資を完全に引き上げるということが本当の意味の民営化であるわ

けでして、今、自己資本比率が少ないというのであれば、時間をかけて時限措置

をとることはやむを得ないかと思いますが、少なくとも政府出資分の一部を株式

にして、それだけを市場で売却するというのは完全な民営化とは言えないわけで

す。基本的に出資金はすべて株式化する、それで時間をかけて民間に売却するこ

とで初めて民営化と言えるのではないかということでございます。 

   公営企業金融公庫につきましては、共同で設置する新機関について、業務範囲

や事業規模が野放図に拡大しないように歯止めが必要であるということと、全自

治体に奉加帳方式で強制加入ということが本当に必要なのかどうか。それは逆に

言えば、護送船団方式の資金供給につながる可能性があるわけで、やはり参加を

希望しない自治体の意思を尊重し、任意参加とするべきではないかと考えており

ます。 

（大田議員）  甘利議員と菅議員、その後尾身議員。 

（甘利議員） 経済が堅調になってくれば、楽に儲ける方法は幾らでもあるのですよ。

中小企業のシーズを見出して、それを育んでいくということはものすごい苦労を

要することです。楽な方と、大変な方と、どっちをとりますか。楽にどんどん儲

ける方に、株主が発言を高めていけば、そっちに行くに決まっています。商工中

金は大変なところをやってきたし、これからも大変なことをやってもらわなけれ

ばならないのです。そうしないと、でき上がったものについて、後から融資をす

るのは誰にでもできますけれども、そこまで持っていくリスクを株主が許すでし

ょうか。手っとり早く儲ける方に回れと言うに決まっておりますから、そういう

ところをちゃんと担当してくれる金融機関として、これからも力を蓄えて、育ん

でいってもらわなきゃ困ります。私はモノづくりを担当する責任者として、これ

は譲れません。そういう視点を理解するからこそ、党でさんざん議論をして、こ

ういう結論になったのですから、これをここで覆したら、１年や２年かけた議論

に差し戻さなければなりません。そこでもう一回、日本の強さとは何ぞやという

議論から始めなければなりません。 

（八代議員） 移行期の問題と完全民営化の時点は切り離し言っているわけですけれ

ども、移行期については党で議論されたそのとおりでいいと思いますが、完全民

営化後の話を今しているのです。 

（大田議員）  完全民営化後の株主制限は、今回の法案に入るのですか。 

（甘利議員） 完全民営化後がこうなるということで全体の絵図ができており、途中

までの移行期間とそれ以降の形というのは、セットになっています。 

（大田議員）  法案にそこまで書かれるのですか。 
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（甘利議員） この法案では、途中までの必要な措置と、その後の準じた措置を講ず

ることとしております。 

（大田議員）  「必要な措置を講ずる」という形で入るわけですね。 

では、菅議員、よろしいですか。 

（菅議員） まず最高意思決定機関である代表者会議について、知事、市長、町村長

の代表者に加えて、金融・経済・地方財政に関する学識経験者を同程度にしたい

と思います。外部チェック体制や監査法人による外部監査制度も導入したいと思

っています。それと、貸し付けを重点的な方向に持っていくという形で、１兆円

規模まで絞っていきたいと思っています。 

また、この法律そのものについては、強制的に全自治体を参加させる仕組みと

はなっていませんし、現実的にも入らないというところも出てきているようであ

ります。そこはしっかり担保していきたいと思います。 

（尾身議員） 最近事情があって、会社要覧で日本の会社の一つ一つの業種の全部の

会社を自分で調べました。そうすると、100人、200人、300人とか、そのくらいの

中小企業が世界トップ水準の技術を持っているのですね。中国とか韓国と比べて、

トヨタ、日産、日立とかそういうところではない、中小企業の一芸に秀でている

ところが下を支えているのだなという、特に製造業の関係はそうだと思います。 

   現実問題として、例えば銀行をとってみても、天気のいい日は傘貸すけど、雨

が降ったら傘を貸さないのですよ。やはり中小企業に関しては、そういうときに

手を差し伸べてくれるようなところが要ると私は思っております。机上の空論で

全部やって自由にして、それで本当に日本経済が国際競争力を持つかというと、

やはりそこは非常に心配なので、これのくらいの形で一応話は決まったのだから、

多少雨が降っても傘を貸すようなところを残しておかないと、本当の意味の日本

の経済の底力がなくなってしまうのではないかという危険性があると思います。 

段々これをやってみて、そんなことをやらなくても大丈夫だという状況になっ

たら別かもしれませんけれども、少なくとも見通し得る将来は、倒れそうなとこ

ろを立て直して、特にベンチャーなどを支援して、担保がなくても幾らか貸して、

立て直させて、それが実は技術開発の中心になったというようなことが幾つもあ

りますから、そういうところはやはり残しておかないと、政策としての温かみと

いう意味もあり、本当の意味の日本経済の活力という点からも問題がある。した

がって、こういう形で是非置いておいて、実質的に役割を果たしてもらいたいと

私は思っています。 

（大田議員）  では一言ずつ、丹羽議員、塩崎議員。 

（丹羽議員） 甘利議員とか、尾身議員のお話は本当によくわかります。中小企業の

再生なくて日本は成長なしと、私もそう思います。しかしながら、問題は形だけ

は一本化したけれども中身は今までと大差ないということでは、本当に骨抜きに

なって国民の信を失う可能性があるわけで、やはり完全民営化ということを一応

宣言し、それに向かって革新するということになっているわけですから、いろい

ろ理由はあると思いますし、それなりの考え方も十分理解できるわけであります
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けれども、完全民営化に向かって覚悟を決めて、是非知恵を出し合ってやってい

く必要がある。中小企業対策については、別途考えていく必要があるだろうと思

います。 

（大田議員）  塩崎議員、御手洗議員。最後に甘利議員。 

（塩崎議員） これは林副大臣が詳しいかもわかりませんが、財投改革を渡辺大臣も

林副大臣も私も中川幹事長もやったときに、政府保証なしの財投機関債で資金調

達するというのが、言ってみれば市場のテストを受けることによって、業務の見

直しを外から受けるという仕組みがあったと思うのですが、これをぱっと見たと

きに、政府保証付与で一元的に資金調達をすると、内部補助みたいなことが起き

て、効率のいい部門と、子会社はないですけれども、内部補助になるのではない

かなと。そうなると、「業務の不断の見直し」と書いてありますが、何によってや

るのか。そういう仕組みを持っている市場化テストと書いてあるけれども、効率

性、つまり国民負担、納税者負担を軽くするという仕掛けを持っているのか、内

蔵しているのかちょっとよくわからないなと。政府保証がついていると、プレッ

シャーがかからないのではないか。 

例えば、国際協力銀行のＪＢＩＣの部分は、かなりプロジェクトファイナンス

的にもできないことはないわけですけれども、一元的に資金調達をすると、そう

いうことはないのかなと。金融検査というのは別な観点から見ますので、国会の

チェックというのがありますが、あまり効かないということになると、その辺の

見直しの仕組みはどうなっているのか。つまり、納税者の負担を軽くするために

どうなっているのか、という質問でありました。 

（大田議員）  御手洗議員。最後にお答えをいただきたいと思います。 

（御手洗議員） 中小企業に対する貸し付けについてですけれども、現実に新しい研

究開発をするときには、アイデアがあっても、いわゆる死の谷間というのがあり

まして、長い間なかなか成果が出てこない。その間、中小企業に貸してくれる市

中銀行というのはありません。そこで、例えば、資産ではなくてパテントを担保

に資金を貸してくれるとか、パテントを申請している請段階で金を貸してくれる

とか、そういうことが中小企業や新しい技術を育てる上で非常に重要です。だか

ら、もし政府系金融機関の所有者が民間になったとしても、少なくとも、定款や

業務規程の中に、そういう中小企業を十分に助けるということを盛り込むべきで

あり、そうしない限り、その銀行の経営者は必ず株主代表訴訟に巻き込まれてし

まいます。完全民営化するなら、定款なりに、その旨をきちんと書くべきである

と。 

（大田議員）  それでは、林副大臣。 

（林内閣府副大臣） 業務限定を中立に反映ということで、別表で必ずやる項目を全

部つけるようにいたしておりますので、それぞれの分掌経理に基づいて、必要な

ものを常に見直していく仕組みになっております。それから市場化テストや、い

ろいろなことをやるということがあるのですけれども、もう一つは資金調達でご

ざいますが、ここは政府保証を付与することができるという可能規定でございま
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すので、財投改革のときになるべく機関債を原則としていこうというのは生きて

おりますので、可能であるということだけ申し上げておきます。 

   それから菅大臣に少しお聞きしたいのですが、国の関与のところで最小限にす

るというところ、ここはまだ行革事務局と総務省の間で議論をしているところで

ございます。これはあくまで例示で、ここに出たものはもういいということでは

ないということだけ確認させていただければと思います。 

（菅議員） それは結構です。 

（大田議員）  とりまとめをしますと、まず公務員制度改革については、渡辺大臣に

積極的にお進めいただいているということで、全体パッケージが必要であるとか、

哲学が大事であるとか、特に再就職斡旋は、その定義、禁止行為の定義などが重

要であるので、適切な法案化が必要だというような御議論がありました。これを

踏まえて労働基本権、４月に出るものも踏まえて、また検討を進めていただいて、

必要に応じて諮問会議で議論させていただきたいと思います。 

   それから政策金融改革については、いろいろな御意見が出ました。基本的には

改革路線が堅持されているということが確認されたと思います。ただ、中小企業

金融について、商工中金の完全民営化後の在り方については、意見が大きく対立

しております。恐らく、「必要な措置を講ずる」の中身ということだと思いますの

で、また今後諮問会議でもフォローアップしながら議論していきたいと思います。 

   では、総理から何かございますか。 

（安倍議長） 公務員制度改革については、私が施政方針演説で述べたことを基礎に、

大体このようにとりまとめてもらったと思いますけれども、この政府方針の基本

的な考え方に沿って、渡辺大臣の方で責任を持って進めてもらいたいと思います。 

   政策金融改革については、政策金融改革を行う改革の原点を忘れずに、各大臣

がリーダーシップを発揮して、その原点を忘れずにきちんと進めていっていただ

きたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、ここで渡辺大臣、林副大臣は御退

席になります。 

どうもありがとうございました。限られた時間で申し訳ありません。 

（渡辺臨時議員、林副大臣 退室） 

 

（大田議員）  それでは、マクロ経済運営について御審議いただきます。 

初めに、内閣府の担当統括官から現在の景気状況について御説明申し上げます。 

 

○マクロ経済運営について 

（高橋内閣府政策統括官） お手元の「マクロ経済状況について」を御覧いただきた

いと思います。 

   最近、企業から家計への波及が弱まっていることが指摘されているわけでござ

いますけれども、その背景は左側の図にあるように、勤労者の所得が2006年に入

ってからやや伸び悩んでいることであると思われます。この勤労者の所得を分解
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しましたのが右側でございます。上に雇用者数、下に給与の動きを載せてござい

ます。まず雇用者数でございますけれども、2005年以降コンスタントに伸びが続

いております。しかしながら、給与はインフレ分を差し引いた実質ベースで見ま

すと、足元で若干減少しておりまして、これが所得の伸び悩みにつながっている

と思われます。 

   ２ページは、ＧＤＰギャップの議論でございます。 

ＧＤＰギャップは現実のＧＤＰと潜在的なＧＤＰの差でございます。潜在的な

ＧＤＰは、経済全体の平均的な生産能力であり、機械設備と労働を平均的・趨勢

的に使った場合に実現可能なＧＤＰであります。これと実際のＧＤＰを比べてお

ります。実際のＧＤＰの方が潜在力を上回るような状況が続くということは、す

なわち需要が超過ということでございまして、いずれ物価や賃金上昇の圧力が生

れてくる。逆にマイナスですと、その逆のことが起きるということでございます。 

図は内閣府で試算いたしましたＧＤＰギャップでございます。今の景気の回復

局面、2002年から徐々にＧＤＰギャップは縮んでおりまして、足元ではほぼゼロ

近傍でございます。ただし、潜在ＧＤＰの算出には特に国際的に決まった方法は

ございません。構造変化をどう織り込むかによって数字が随分変わってまいりま

す。したがいまして、プラス・マイナスの符合も含めて幅を持って見る必要があ

ると思います。内閣府は、先ほど申し上げましたようにゼロ近傍というはじき方

をしておりますが、一方、日本銀行は若干需要が超過、プラスで推移していると

いうふうにはじかれていると伺っております。いずれにしましても、内閣府、日

銀いずれの推計も、2002年以降、ギャップが徐々に改善方向に向かっているとい

うことは同じではないかと思います。 

   ３ページは、まず消費者物価については、生鮮食品を除く消費者物価（コア）

でございますが、足元で若干のプラスでございます。ただ、石油製品、その他特

殊要因を除いた俗称コアコアで見ますと、足元でマイナス幅は縮小しております

が、ほぼゼロ近傍でございます。 

   一方、ＧＤＰデフレーターでございますが、2005年から2006年にかけて一時マ

イナス幅が拡大しておりました。これは原油価格上昇で富が海外に流出したこと

と、消費者物価の基準改定がございましたことが背景でございます。しかしなが

ら、足元では景気の回復傾向を反映して、デフレーターは徐々にマイナス幅が小

さくなってきておりまして、特に内需デフレーターでは足元でプラスになってき

たという現状でございます。 

   私からは以上でございます。 

（大田議員）  それでは、日銀の福井総裁からお願いします。 

（福井議員） お時間の制約がありますので極めて簡潔に申し上げます。 

   日本銀行では、御承知のとおり毎年10月及び４月にややロングランな経済・物

価の見通しを述べた「展望レポート」を出しています。そして、１月と７月にそ

の展望レポートについて中間レビューをすることになっております。 

   つい先般の１月17日、18日の政策決定会合で、昨年10月に見通しました展望に



 
平成 19 年第２回 議事録 

 

 18

ついて中間レビューをしたところでございます。2006年度の収まり方と2007年度

の経済展望についてレビューをしたわけでありますけれども、まず2007年度につ

きましては、資料の一番下の右側、2007年度の成長が実質２％程度、2007年度の

ＣＰＩの前年度比が０％台半ばとしております。これは昨年10月の展望レポート

で出したものでございますが、この見通しは変えていないということでございま

す。今後とも生産・所得・支出の好循環のメカニズムが維持される下で、見通し

に概ね沿って推移すると予想しております。 

   この新年度の経済の見通しは、政府でお出しになっておられる政府経済見通し

では実質成長率２％程度、消費者物価0.5％程度となっておられますが、これと整

合的であると考えております。 

   ただ、足元の2006年度の経済につきましては、10月の展望レポートで私どもが

見通しましたところに比べて、成長率、消費者物価ともに若干下振れていると見

ています。成長率が下振れている一番大きな理由は、2005年度のＧＤＰの確報値

がかなり下方修正され、2006年度への発射台が0.3％ポイントほど縮小した影響が

かなり大きゅうございます。それに加えまして、足元個人消費を中心に若干経済

が下振れている可能性があると見ているからでございます。 

   消費者物価の下振れにつきましては、主として原油価格の反落の影響によるも

のでございます。原油価格の反落によって、消費者物価指数の伸び率が若干下が

ると、少なくとも2006年度は少し下がると見ております。これは消費者物価は下

がりますが、日本経済にとりましては交易条件の改善、景気にとってはプラス、

内需デフレーターは既にプラスでございますが、総合のＧＤＰデフレーターにつ

いてもマイナス幅を縮小させる方向に働くと考えております。 

   なお、ただいま政府からコメントのありました企業部門から家計部門への波及

について、雇用者所得の推移、それからＧＤＰギャップについての計測について

は、私どもは特に違和感はございません。実質雇用者所得については、雇用の増

加について、労働力調査ベースの数字を使うか毎月勤労統計調査を使うかによっ

て、表現してみますと感じが違う。あるいはＧＤＰギャップにつきましても推計

方法が政府と私どもで若干違っているということで、表現しますと幾らか違いま

すが、いずれも幅を持って見る範囲のものでございまして、方向性として全く違

和感はないと思っております。 

   なお、政府のペーパーで、最後に参考として付けておられます「マクロ経済運

営に関する基本的視点」の４つの視点は、我々は完全にシェアしているというこ

とでございます。 

   以上でございます。 

（大田議員）  伊藤議員。 

（伊藤議員） 金融政策の説明責任、透明性について、ひとつお願いがありますので、

発言させていただきたいと思います。 

   今回の金融政策決定会合の前に、金融市場の予想が大きく振れたという事実が

あります。これは金融政策運営の透明性と説明責任の徹底、あるいは市場との対
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話という点で若干問題があったのではないかと思われます。もちろん、諮問会議

においては金融政策手段、金利の上げ下げの是非について議論するつもりは全く

ありません。日本銀行は手段の独立性があり、これは独立性の根幹をなすからで

す。ただし、金融政策の枠組み、あるいは金融政策の目標設定については、中央

銀行と政府の意思疎通が重要であると思います。金融政策の目標設定については、

手段について独立な中央銀行であっても、政府との意思疎通を図るのが世界の大

勢です。適切な距離を保ちつつも「政府との間で連絡を密にし、十分な意思疎通

を図らなければならない」という日銀法第４条の定めのとおりであると思います。 

   この「マクロ経済運営に関する基本的視点」という参考資料にある４つの視点

はシェアされていることは確認されたと思いますが、日本銀行におかれましては、

昨年の３月９日に「新たな金融政策運営の枠組み」を導入し、ほぼ１年ごとに点

検していくということとされております。あと１か月余りでこれが１年経ちます

ので、恐らくこの枠組みの点検作業というのを開始されているのではないかと思

われます。この枠組みの中の「中長期的な物価安定の理解」に関して問題提起と

お願いをしておきたいと思います。 

   第１は、前回の議論でも申し上げたことですが、現在、日本銀行の各政策委員

の「中長期的な物価安定の理解」で消費者物価指数の前年比で表現すると、０～

２％程度とされておりますが、デフレから完全に脱却するため、のりしろなどを

考慮すると、消費者物価指数にインフレ率で下限を０％としたのでは市場のデフ

レ懸念を払拭できないのではないかという点でございます。この点については、

ＯＥＣＤあるいはＩＭＦの対日審査報告においても下限を引き上げることが望ま

しいとされております。 

   第２に、今回の市場の混乱に鑑み、透明性と説明責任の果たし方について、よ

り良い枠組みがないものかお考えいただきたいということであります。例えば各

政策委員ではなく日銀として考える物価安定を、もう少し明確にかつ具体的に説

明していただいた方が透明性が高まるのではないか、あるいは説明責任が果たさ

れるのではないか、あるいは市場との対話でもよろしいのではないか、このよう

に考えますがいかがでありましょうか。 

これから３月に向けて「中長期的な物価安定の理解」を点検する際には、是非

こうした点にも配慮し、お考えいただきたいと思います。 

（大田議員）  丹羽議員。 

（丹羽議員） デフレの脱却というのが非常に大きなテーマになっていると思います

が、両方のご意見をお聞きしていると、デフレーションの定義をはっきりする必

要があるのではないかと思います。消費者物価指数にしても、生鮮食料を除く総

合、コアコアの基準があり、あるいはＧＤＰの需給ギャップ、あるいはＧＤＰの

デフレーションの計算データとはどうなのかというような大きく分けると３つぐ

らいのデフレーションを見る上の指標があるわけです。デフレーションの定義を

はっきりしないと、こちらはデフレーション脱却したと言うけれども、こちらま

だまだと言い、一体、我々国民のサイドから見ると、どの指数をもって言ってい
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るのか。全部の総合だと言っても見方によって、データによって、生鮮食品を除

くものなのか、石油製品その他特殊要因を除くコアコアなのかというような議論

が結構あると思います。その辺については、是非デフレーションの定義というも

のをもう少しはっきり国民に示しておく必要があるのではないかというふうに思

います。 

（大田議員）  デフレの定義について一言だけ申し上げておきますと、デフレは「持

続的に物価が下落する状態」と言っております。ただ、非常に長く続きましたの

で、本当に後戻りしないかどうか政府としては４つの基準を見ています。生鮮食

料品とエネルギー、その他特殊要因を除いたコアコアと呼んでいる物価指数、Ｇ

ＤＰギャップ、生産１単位当たりの労働コスト、ＧＤＰデフレーターという、幾

つかの角度で見ております。 

日銀は生鮮食品を除いたＣＰＩを一番重視しておられると。若干見方は違いま

すけれども、大きな枠組みはそんなに、方向はそれほど違っていないということ

だと思います。 

（丹羽議員） 日銀はデフレ脱却している、内閣府は脱却していない、そういうこと

はないですね。 

（大田議員）  いいえ、そこは一緒です。 

（福井議員） 格別宣言はいたしておりません。 

（丹羽議員） いやいや、例えば、そういうことは起きませんかと申し上げているの

です。 

（大田議員）  今後もそこの意思疎通はしていきたいと思います。総裁から何かあり

ますか。 

（福井議員） 一言だけ、伊藤議員のお話もございましたので。日本銀行としては、

今後とも金融政策の機動的な運営、フレキシビリティと透明性の確保の両立をき

ちんと図っていきたい。これが一つのポイントであります。それからもう一つは、

日本経済の将来の姿を展望しながら、日本経済の実情に最も即するような金融政

策のフレームワークを追求していく。この２点はきちんと踏まえながら政策委員

で議論をしていきたいと思っております。 

（大田議員）  甘利議員。 

（甘利議員） やがて企業部門の好調が家計部門に波及していくというのは、そのと

おりだと思います。ただ、なかなか思いどおりにいかないなという心配と、中小

企業がコストアップを転嫁できないで、収益が縮小されているということ等を注

意深く見なくてはいけない。 

我が省としては、家計の所得はこれからも増えていくし、将来にわたっても増

えていくという見通しを立てた政策を作らなければいけない。企業が生産性を引

き上げて競争力を高めるために、それが収益を拡大させることにつながると思い

ますので、その環境をつくることは全力でやりますが、なかなか思ったほど好循

環がまだ来ないなということで、もう少し知恵が必要だと思っております。 

（大田議員）  月例経済報告関係閣僚会議で福井総裁がおっしゃったように、企業か
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ら家計のパイプはなかなか太くならないと思いますが、先ほど総理から指示もあ

った職業訓練や、底上げ政策をまたしっかりつくって、企業から家計に波及する

枠組みを検討していきたいと思います。 

（菅議員） 一言だけ言わせていただければ、前回も申し上げましたけれども、地方

の有効求人倍率は今最大で４倍以上差がついてしまったのですね。地方は、大き

く改善したところがあるものの、全体としては改善していますけれども若干です。

そこの部分をやはり注意していく必要というのは、ものすごくあるような感じが

しますので。 

（大田議員）  わかりました。それではよろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして、本日の経済財政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） 


