衆議院財務金融委員会速記録（議事速報）
平成28年2月25日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

○宮下委員長 次に、鈴木克昌君。
○鈴木（克）委員 総裁が今お着きであります。
二、三、総裁から御答弁いただきたいので、ちょ
っと待たせていただきます。
よろしいですか。
総裁、どうも連日御苦労さまでございます。二、
三問私からお伺いしたいんですが、前々から伺っ
ております予算委員会でも、それからこの委員会
でも伺っておるわけでありますが、なぜマイナス
金利が国民のためになるのかということ、これを
わかりやすく御説明いただきたいということでご
ざいます。
日銀がマイナス金利を導入したという狙いにつ
いては何回も伺っておるんですけれども、この前、
私は金庫の話をしましたよね。これは、マイナス
金利対策はお済みですかという広告のもとに金庫
が売れているという話をいたしました。これがや

はり国民の皆さんの実際の反応なんですね。
百貨店の友の会の話も、この前、予算委員会で
させていただきました。百貨店の友の会への新規
入会が大変なラッシュになっておるということで
ございます。
日本を代表する日銀総裁に、友の会の話を聞く
というのはいかに次元が低いかどうかわかりませ
んが、本当に、友の会や金庫の動きを総裁はどう
いうふうに今お感じになっているのか。友の会と
いうことを御理解はいただいておると思うんです
が、その辺のところをちょっと御答弁いただきた
いと思います。
〔委員長退席、うえの委員長代理着席〕
○黒田参考人 まず、このマイナス金利というも
のが国民のためになる政策かどうかという点につ
いてお答えをしたいと思います。
今回導入いたしましたマイナス金利つき量的・
質的金融緩和というものは、量的・質的金融緩和
の基本的な枠組みを維持しつつ、それを一段と強
化するものであります。
量的・質的金融緩和は、御案内のとおり、国民
の間に定着してしまったデフレマインドを抜本的
に転換するために、二％の物価安定の目標の早期
実現に対する強いコミットメントを行うとともに、
それを裏打ちする大規模な金融緩和を推進するも
のであります。
こうした政策によって、主として、実質金利を
低下させることを通じて企業や家計の経済活動を
刺激し、企業収益の改善、あるいは雇用、所得の
増加を伴いながら物価上昇率が高まっていくとい

う経済の好循環をつくり出すことを目的としてお
りまして、こうしたことは所期の効果を発揮して
いると考えております。
まず、企業収益は最高水準となっておりますし、
失業率が三％台前半まで低下するとともに、一昨
年の労使間の賃金交渉において約二十年ぶりにベ
ースアップが実現し、昨年も多くの企業で一昨年
を上回る賃上げが実現するなど、雇用・所得環境
も改善しております。そうしたもとで、企業の価
格設定スタンス等にもはっきりとした変化が見ら
れているということであります。
今回導入いたしましたマイナス金利つき量的・
質的金融緩和というものは、金融機関が日銀に保
有する当座預金の一部にマイナス金利を適用する
とともに、これまでどおり大規模な長期国債買い
入れを行うことにより、長短金利により大きな下
押し圧力を加えることを狙いとしております。そ
の結果、実質金利の低下を通じて、企業や家計の
経済活動にさらなる好影響をもたらすことが期待
されております。
現に、マイナス金利導入後の金利の動向を見ま
すと、預金金利も低下しておりますけれども、も
ともとゼロ％近くにあったこともあって、その低
下幅はごく小幅にとどまっている一方、貸し出し
の基準となる金利や住宅ローンの金利ははっきり
と低下しておりまして、金利面では既に政策効果
があらわれております。
今後、設備投資や住宅投資にも好影響が及んで
いくというふうに思っておりまして、このように、
マイナス金利つき量的・質的金融緩和は国民生活
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にとって必ずプラスになると確信をいたしており
ます。
なお、委員がおっしゃいました金庫が売れてい
る、あるいは百貨店の会員になる方がふえている
というお話は私も伺っております。
それから、さまざまな金融機関からもいろいろ
な話を伺っておりまして、金融機関の方のお話で
は、一般の消費者、家計からのお尋ねで一番多い
のはやはり住宅ローン金利、これが下がるので借
りかえをしたらいいのか、あるいは新たに住宅ロ
ーンを組むときの金利等についての御相談、これ
が一番多いとおっしゃっておられました。
それから、もちろん預金金利についてのお尋ね
もあるようですけれども、これは、従来から申し
上げておりますように、預金金利がマイナスにな
るということは考えられませんし、既にかなり低
い金利になっておりますので、これがさらに若干
下がったとしても、一般消費者として非常に大き
な影響を受けるということは余り考えられません。
したがいまして、そういうお問い合わせのような
ものは余りないというふうに伺っております。
ただ、委員御指摘のようなことが報道されてお
りまして、そういうこともあろうかと思いますが、
先ほど申し上げたように、マイナス金利つき量的
・質的金融緩和というものは、従来行ってまいり
ました量的・質的金融緩和をさらに拡大して、実
質金利を下げ、経済活動を刺激し、できるだけ早
く二％の物価安定目標が達成できるようにすると
いうことを目的としたものでありまして、その効
果が少なくとも金利のところにはあらわれてきて

おりますので、これが実体経済に波及していくと
いうふうに考えております。
○鈴木（克）委員 総裁は、私が何遍もお伺いし
ても、所期の効果は上がっておるというお話でご
ざいます。先ほどのローンの話とか金利の借りか
えの話とか、その話はもちろん私も承知しており
ます。ただ、日銀がマイナス金利を導入された本
当の目的は、やはり、投資が始まっていって経済
が活性化する、景気が上がるということが私は本
来の狙いだったというふうに思うんですね。
そうすると、消費も投資も両方ふえていかなけ
れば本来の狙いどおりではないというふうに思う
んですけれども、現在、過程であると言えばそれ
までかもしれませんけれども、私はむしろ、国民
の皆さんの心配というのか、先行きの心配、生活
防衛というような方に力がかかってしまっておる
んではないですかということを申し上げたいわけ
であります。
しかし、何遍お伺いしても、二十年ぶりに何々
がアップしたとか所期の効果が出ておるとか、こ
ういう話なものですからあれですが、やはり総裁、
そうではない部分もあるということをぜひひとつ
心にとめていただいて、今後の政策をお進めいた
だきたいなというふうに思うんです。
私は、さっきも申し上げましたように、消費が
ふえ、そして投資がふえ、景気がアップしていく
ということについて、くどいようですけれども、
今やった政策が間違いないんだということである
なら、はっきりと国民の皆さんにわかりやすく御
説明をいただきたいというふうに思います。

○黒田参考人 その点につきましては、従来から
もちろん国民の皆様に御説明申し上げております
けれども、今後とも引き続き御説明したいと思っ
ております。
なお、御承知のように、昨年の第四・四半期、
最後の期でしたか、のＧＤＰの成長率は若干マイ
ナスになったわけですが、その中でも設備投資は
非常に力強く増加しておりますし、日銀の短観な
どによっても、企業の設備投資計画は非常にしっ
かりしているようでございます。
消費が若干マイナスになったということの中に
は天候不順であるとかいろいろな要因が含まれて
いるように思われまして、小売売上高とかその他
を見ますとまあまあ比較的伸びているようですけ
れども。
確かに、ＧＤＰベースの消費がマイナスになっ
たということは成長率をマイナスに引き下げた大
きな要因でございますので、今後とも消費の動き
を十分注視してまいりたいと思いますし、消費の
基調というか、消費自体は底がたいものがあると
いうのが実は政策委員会の判断でもあるんですけ
れども、さらにこの消費が力強く増加していくこ
とを期待しつつ、しかし、実際どのように消費が
動いていくかというのは今後とも十分見ていきた
いというふうに思っております。
○鈴木（克）委員 これぐらいにさせていただき
ますけれども、イールドカーブがどうのこうのと
いうことよりも、やはり、国民の受け方、受けと
めというのは、マイナス金利というイメージが本
当に総裁が思われておるように進んでいるという
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か伝わっているんではないというところを私は申
し上げたいと思うんですね。
十三世紀の資本論の中に、資本は石ではなくて
種子である、種であるというお話がありました。
今回のマイナス金利というのは日銀が貨幣を石に
してしまったんではないかという極論をおっしゃ
る方もあるということだけ申し上げて、ぜひひと
つ、もっと国民が本当に、まさに種をまいて花を
咲かして、明るい社会になるような、そういうイ
メージをつくるために日本銀行として大いに御尽
力いただきたい。このことを申し上げて、私の総
裁に対する御質問は終わります。ありがとうござ
いました。
○うえの委員長代理 日銀総裁、御退席ください。
○鈴木（克）委員 それでは次に、大臣にお伺い
をしたいと思うんです。
ＧＰＩＦの資産運用に与えるマイナス金利の影
響ということをお尋ねしたいと思います。
現在、年金積立金の運用を行っているＧＰＩＦ
の資産運用の目安として、国内株式と国外株式、
外国株式ですね、その割合がそれぞれ二五％ずつ
というふうになっております。年金積立金の運用
について、実にその半分を株式で行うこともあり
得るということになったわけです。
そこで、今般の日銀のマイナス金利であります。
きのうは長期金利がいっときマイナス〇・〇五五
％と、過去最低の水準となったわけです。
株でも損、国債でも損が出るような事態になっ
たら、国民の年金はどうなってしまうかというこ
とであります。

政府の主要なお立場の一員として、またアベノ
ミクスの責任者のお一人として、このＧＰＩＦの
資産運用、それからマイナス金利の影響、そのと
ころの認識を大臣からお伺いしたいと思います。
〔うえの委員長代理退席、委員長着席〕
○麻生国務大臣 ＧＰＩＦのいわゆる基本ポート
フォリオにつきましては、これは厚生労働省とか
ＧＰＩＦで検討されるべきものなんだと考えてお
るのはまず基本であります。
その上で、現在のポートフォリオというのを見
ますと、二十六年度の財政再建のいわゆる検証と
いうのを踏まえますと、厚生労働省とＧＰＩＦで
検討されたものだと承知しているんですが、いわ
ゆる短期的な経済の変化により見直すべきもので
はなくて、これは長期的なもので見ていかないか
ぬ、年金の話ですから。当然のこととして、今月
上がったとかきのう下がったとか金利が零コンマ
何々、そんな毎日の話なんかしていたらとてもじ
ゃありません。
これは年金でやっていますので、最低でも一年
ぐらいのタームで見ないといかぬものなんだ、基
本的にそう思っておりますので、いわゆる短期的
にどうのこうのというような動向に過度にとらわ
れるべきものではない、基本的にそう認識いたし
ております。
○鈴木（克）委員 そうすると、結局、ＧＰＩＦ
の資産運用に対しては、許容の範囲というか、そ
れは大臣としては認めるというお立場だというこ
とですね。わかりました。
次に、アベノミクスの株価に対する大臣の認識

をちょっとお尋ねしたいんです。
これも先日予算委員会で議論をさせていただい
たわけでありますが、政府や与党がアベノミクス
の成果としてきたのは、唯一ということではあり
ませんが、やはり株価だというふうに思うんです
ね。この株価について議論をさせていただきたい
と思います。
この前の予算委員会で、大臣は、株価はあくま
でも結果だ、こういうことをおっしゃいました。
こういうこともおっしゃったんですね、今の日本
の実体経済はしっかりしておるというお話でもあ
りました。
とすると、原油安、それから中国経済が減速、
米国の利上げの先行きが不透明だ、こういうこと
をおっしゃるわけですが、それとは関係なしに、
我が国のマーケットは、そういった一時的な影響
を受けようとも、長期では株価は下がらない、こ
ういうふうな御見解が出せるんでしょうか。その
辺はどういうふうにお考えになるでしょうか。
○麻生国務大臣 株が損するとか上がるとかいう
ことが私の立場で言えるはずもありませんし、ま
たそれを言えるというのは神様ぐらいのものであ
って、それも先行きまで全部予想できる人はおり
ません。
その上で、もうわかった上で聞いておられるん
だと思いますが、株というのは基本的には先行指
標ですから、そういった意味で、私どもは、アベ
ノミクスというものは、先行指標の株は、たかだ
か八千円弱ぐらいだったものが倍ぐらいになって
おりますから、それは間違いなく、見やすい数字
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としては、株価が上がったということははっきり
申し上げられる例だと思っておりますよ。
そのほかにもいろいろあるのであって、ＧＤＰ
の伸びであってみたり、税収の伸びであってみた
り、なかんずく雇用の増加であったりということ
は非常に大きなものだったと思っておりますが、
政権交代以降の趨勢として株価が大きく上昇して
きたということは間違いない事実だと思っており
ます。
株は、きのうは上がっておりますが、きょうま
た上がって一万六千円にいっておりましょう、確
か二百何十円きょうは上がっているはずですけれ
ども。
そういった意味で、この種の、きのうは上がっ
てきょうは下がったとか、あしたはどうとかいう
話ではなくて、いわゆる株価の変動については、
これはいろいろな要素で動くものなので、日本の
実体経済のファンダメンタルズというものが悪い
ことではないことはもう数々の指数ではっきりし
ていると思います。
海外要因というのは確かにありまして、わかり
やすい例でいえば、先生の近くなんかでいろいろ
つくっておられる会社で、例えば中国に進出して
おられた企業で、紙の製品やら何やらつくって、
向こうが安いというのでつくっておられた紙おむ
つ、有名な紙おむつがあります、ちょっと業者の
名前まで言えませんけれども、紙おむつ。少なく
とも、メード・イン・チャイナと書いてあったら
中国では売れないんですよね、御存じのように。
したがって、メード・イン・ジャパンと書いたも

のをこっちでつくって送る、そうすると、向こう
の値段で倍で売れるわけです。これがこの数年ず
っと起きていることですよ。
したがって、皆工場をこっちへつくって、こち
らでつくってまた輸出するというようなことをや
り始めたのに、今度の上海のああいった騒ぎにな
りますと、その紙おむつの中国で売れていた分の
絶対量が減少しますので、その分では、こちらで
つくっていた、紙おむつの日本にあります工場が
影響を受けるということになる。
そういった形で、中国経済というのはいろいろ
な形で影響しているということは事実だと思いま
すけれども、経済そのもの自体がおかしくなって
いるというわけではありませんけれども、これだ
け世界じゅうに組み込まれておりますので、日本
だけ、一人だけ例外ということはあり得ないので
あって、我々はその被害を最小限度にとどめるよ
うに努力せないかぬということだと思っておりま
す。
○鈴木（克）委員 そこで、株価を維持している
一つの要素として、外国人投資家の動向というの
があるというふうに思うんです。
なぜこれを伺うかというと、平成二十六年四月
十六日のこの委員会で、大臣が、これも当時ちょ
っと話題になりましたけれども、ＧＰＩＦのポー
トフォリオの見直しに先立って、「いわゆるＧＰ
ＩＦの動きが六月以降出てきます。」ちょっと略
しますけれども、「そういったようなものの動き
が出てくるというのがはっきりしてくると、外国
投資家の方が動く可能性が高くなる。」このよう

に御答弁をされて、当時話題になったわけです。
結局、アベノミクスの相場というのは、年金で
すね、さっきのＧＰＩＦという、公的マネーを呼
び水にして投機マネーに支えられてきた、こうい
うのが、七千円、八千円が一万六千円になった、
二万円になったという結果を出した、そういう御
認識、公的マネーと外国の投資というのがそうい
う結果を招いたというふうに大臣はお考えなんで
しょうか。確認させてください。
○麻生国務大臣 基本的に、日本の株式につきま
してはいろいろな要素がありますので、日本のＧ
ＰＩＦが動いたからとか海外の資本が動いたから
とか円が安くなったからとか、いろいろな要素が
この中にありますので、一概にこれで決まったと
いうわけではありませんが。
ＧＰＩＦで言わせていただければ、少なくとも
安倍政権になる前のときは、三カ月前は間違いな
く年間マイナス一・五兆円ぐらいの、マイナスだ
ったでしょう。それが、翌月の通年度で約十兆円
の黒、その次の年が十五兆円の黒、三年目がたし
か十一兆の黒、いずれも黒ですよね、結果論とし
て。違いますかね。私の記憶では、数字はそらん
じて言っていますのでちょっと記憶が違っている
かもしれませんが、大体そんなに違っていないと
思うんですね。
少なくとも、すごく大きく影響してきていると
いうのは黒字になっているから。だから、年金の
話というのを皆余り言われなくなったのは、年金
は赤字ではなくて黒字ですから。そういった意味
では、私どもは、これは非常に大きな効果があっ
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たことだけははっきりしていると思っていますけ
れども、これで株価がどうのこうのと言うので、
これだけかのごとく言ったら、それは大きな間違
いを起こされますので、それはやめておかれた方
がいいです。
基本的には、株というのはそういった一つの要
素とかいうもので動くものではありませんので、
いろいろな要素で動いてくるんだと思います。
今、石油が下がったからとかいう話になってい
ますけれども、日本の経済にとりましては、石油
が下がって間違いなく貿易収支なんかは非常に大
きく貢献していますから。そういった意味では、
石油の話やら何の話やら、一概にこれだけが悪い
かのごとく言われる話は、明らかに経済がわかっ
ていないか、わざと偏って、偏向しておられるか、
よくわかりませんけれども。
とにかく、足を引っ張るネタを探そうとしてお
られるのか、よくわからないんですけれども、石
油が高くなって文句を言われたことはあっても、
安くなってという話は少なくとも余り今まで聞い
たことがなかったんですけれども。
今言われておる話はそういう話で、石油が安く
なって騒ぎになっているのは輸出国の話が一番大
きな話なので、特にアメリカとかロシアとか中近
東の国々で大きな問題になってきているというの
の波及効果がどう響くかという話だと思っており
ます。
○鈴木（克）委員 確かに株価は、外国の買いだ
けで上がったり、ＧＰＩＦで動いたりということ
ではないというのは、それはもう基本的にはわか

っておるわけですけれども、しかし、大臣自身が
昨年の四月にそういうような発言をされたわけで
すよ。だものだから、そこのところの大臣の御認
識をちょっと確かめさせていただいたということ
であります。
厚労省に来ていただいておると思うんですが、
ＧＰＩＦの年金積立基金の運用のあり方と、それ
から株式の直接売買解禁の見通しということでお
伺いをしたいんです。
先ほど大臣がお話しになりました、確かに三十
数兆円、ＧＰＩＦの運用は黒だったと。それから、
直近の数字は、二十七年の四半期だったと思いま
すけれども、かなりの損も出ておるということで
す。上がったり下がったりというのもあるという
ことなんですが、いわゆる株式の直接売買解禁に
ついて、今厚労省はどんなふうに考えてみえるの
か、お答えをいただきたいと思います。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました、株式のインハウス運用
を含めましたＧＰＩＦの運用の見直しにつきまし
ては、ガバナンス改革とあわせまして、社会保障
審議会の年金部会において御議論いただいたとこ
ろでございます。
株式のインハウス運用につきましては、積極、
消極、それぞれの御意見がございましたが、消極
論としては、国の機関が市場のプレーヤーとなる
ことの是非、あるいは市場の企業経営に影響を与
えることへの懸念といったことが示されたところ
でございます。
二月の八日に議論の整理が行われまして、現段

階では、国民から一層信頼される組織体制の確立
を進めることがまず重要であるということから、
株式のインハウス運用までは踏み込まず、ガバナ
ンス改革を中心とした改革を実施すべきという意
見が多数でございました。
現在、そうした議論を踏まえまして、今国会に
関連法案の提出に向けて必要な作業を進めており
ます。（発言する者あり）
○鈴木（克）委員 大臣がおっしゃるのは、少し
こちら側の席に空席が多いのではないかというこ
とでありますが、恐らく私の質問が余りみんなの
興味を引かなかったのか、内容的に乏しいのか、
よくわかりませんけれども、それはそれとして反
省をして、また対応させていただきたいというふ
うに思います。
さて、去年の第二・四半期はたしか七・八兆円
ぐらいの損を出しているんですね。先ほど大臣が
おっしゃったように、長期的に見なければならな
い、それから、上がったときもあるじゃないか、
しかし、下がったときもあるよということであり
ますけれども、私は、やはり年金基金というもの
をギャンブル的な発想で使っていくということが
いかがなものかな、前々からそう思っておるわけ
ですよ。
確かに、さっきの大臣のお話のように、上がっ
たときは黙っておったじゃないか、下がってわあ
わあ言うな、そういうことの見方が私は違って、
むしろ国民の皆さんは、きちっと管理をしてもら
いたい、安全、安心に管理をしてもらいたいとい
うことであって、ギャンブルで、あるときは上が
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る、あるときは下がる、減るというようなことを
本当に望んでみえるのかどうか、このところに私
は非常に疑問を持っておるんですね。だから、先
ほど大臣は、おまえはわかっていないな、無理や
り攻撃の材料に使うのかというふうにおっしゃっ
ておるわけですけれども、そうではなくて、国民
の気持ちを代弁すると、確かに上がれば、それは
あれかもしれません。
きょう、本当に総理が見えないので残念なんで
すけれども、総理は、下がったときには、結果、
年金も少なくなることもあり得るということをお
っしゃったんですよね。この発言は、余りにして
も無責任だというふうに私は思うんですね。厚労
省の担当者は、今回の損失で今の年金額が減るこ
とはない、こういうことをおっしゃっておるわけ
ですよね。総理がおっしゃった真意を厚労省に聞
くというのは、それはわかりませんということか
もしれませんけれども、国民は、その総理の発言
も厚労省の発言も両方聞いておるわけじゃないん
ですよね。総理の発言だけ聞けば、これは本当に
大変なことになっているんだなというふうに思う
わけです。
その辺を踏まえてもう一度、こういったふえた
り減ったりすることによって、国民の皆さんの年
金が減ったりすることがないのかどうかというと
ころを御答弁いただきたいと思います。
○伊原政府参考人 お答え申し上げます。
積立金の運用につきましては、その評価は、短
期的な動向ではなくて長期的な観点から判断して
いく必要がございます。

そうした意味で申し上げますと、今、短期的な
経済変動がございますが、平成十三年からの自主
運用開始以降の運用実績を見ますと、その間にリ
ーマン・ショックや東日本大震災といった大きな
経済変動がございましたが、年率で見ますと現在
二・七九％のプラスになっております。金額でも
四十五・五兆円ということで、長い目で見ますと、
経済変動があっても一定の必要な運用収益の確保
をしてきております。
そうした意味からしますと、今後とも、我々が
考えるべきところは、短期的な市場の変動ではな
くて、長期的にしっかり運用していくということ
ではないかと思っております。
先ほどお話にございましたポートフォリオにつ
きましても、現在の市場環境でいきますと、非常
に国内債券に偏った運用では利回りも低いので必
要な運用利回りは確保できませんが、そうした中
で、我々としては、基本ポートフォリオを見直し
まして今のポートフォリオを運用しておりますの
で、今後とも長期的な運用でしっかりと対応して
いきたい、このように考えております。
○鈴木（克）委員 繰り返しになりますけれども、
政府が国民の年金を、勝手にと言うとまた叱られ
るかもしれませんけれども、マネーゲームにつぎ
込んでいるということで、結果、うまくいけばい
いのかもしれませんけれども、最悪の場合には国
民に影響が出るようなことのないようにしていた
だかなきゃいけないというふうに私は思います。
したがって、安倍総理がどういうおつもりでお
っしゃったかわかりませんけれども、ここでその

議論をしても仕方がないことなんですけれども、
私は、非常に乱暴な発言をされたな、こんな思い
があるということを申し上げておきたいというふ
うに思います。
ちょっと視点を変えて御質問したいと思います
が、大臣にまずお伺いをしていきたいと思います。
今月十五日に発表された昨年十―十二の実質Ｇ
ＤＰは、マイナス〇・四ということでした。年率
ではマイナス一・四％ということですよね。今回
のマイナスで、政府の今年度の成長見通しである
プラス一・二％を達成するというためには、こと
しの一―三月期で年率八％を超える高度成長並み
の極めて高い成長を実現しなければならないとい
う、非常に高いハードルが課されたわけでありま
す。
これは、現在の経済状況からして事実上達成困
難ではないかというふうに思うんですが、大臣の
見解をお示しください。
○麻生国務大臣 いわゆる二〇一五年の十―十二
のＧＤＰの一次速報の結果が今言われたような数
字になっておることを踏まえますと、政府の経済
見通しにおける二十五年度の実質ＧＤＰの成長見
込みプラス一・二を達成するためには、一―三月
期に、いわゆる相当程度の成長、前期比プラス二
・一五％が必要となるということを言っておられ
るんだと存じますが、よく見ていただくと、二〇
一五年の暦年では、もう出ていますので暦年を見
ていただければ、実質で〇・四％、名目で二・五
％ともう既になっております。
そういった意味で、政権交代後のアベノミクス
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というものを見ますと、名目ＧＤＰではこの三年
間で二十七兆円ふえております。また、企業利益
というのは過去最高となっていますし、就業者数
は御存じのように約百十万人プラス、ふえておる
というので、経済の好循環が確実に生まれている
というのは数字の上からもはっきりしておる、私
どもは基本的にそう思っております。
したがいまして、私どもとしては、この企業の
好調な利益というものがいわゆる内部留保だけで
たまるのではなくて、この三年間の間に、賃金に
払われた分は実質一兆円しかふえていませんから、
内部留保が約五十兆たまって、給料には一兆円し
か実質ふえていないというようなところが、我々
としては、景気、なかんずく消費というものを考
えたときに非常に問題なのであって、設備投資、
いわゆる個人消費、この二つがＧＤＰに占めます
大きな要素ですから、この二つがきちっと動いて
いくためには、企業の対応、企業の行動、ビヘー
ビア、企業のいわゆる活動、対応、そういったも
のが、我々としてはさらにデフレマインドから大
きく進化させていってもらわないかぬのだと思っ
ております。
幸いにして、このところ、設備投資というもの
を見ますと、金が市中に出始めてきて、マネタリ
ーベースからマネーサプライに変わりつつあると
いうのが、パーセントがふえてきつつある傾向に
あるというのは、少しずつではありますけれども、
確実にそういった傾向は出つつあるのかな、特に
中小企業にそういった傾向が顕著に見られるよう
な感じがしないでもありませんので、一つの流れ

が出てきたかなと思って、期待をいたしておりま
す。
○鈴木（克）委員 まさにＧＤＰの伸びというの
は個人消費に大いに関係をするわけでありますし、
今大臣がおっしゃったように、毎月の勤労統計で
も、いわゆる賃金が、実質的な伸びが伸び悩んで
いるという実態がある、これはもう事実でありま
す。つまり、物価の上昇に賃金の伸びが追いつい
ていない、だからこういう状況が起きているとい
うことだというふうに思うんです。
財務省にお伺いしますけれども、ここへ来て、
十八日に発表された貿易統計速報によると、一月
の輸出額は五兆三千五百十六億円、これは前年同
月比一二・九％減というふうになっています。そ
れから、六年三カ月ぶりの落ち込み幅だ、こうい
うことも言われております。この原因として、具
体的にどの地域の輸出が落ち込んだのか、それか
ら、例えば株安の震源地と言われる中国が減少し
たのか、あるいは具体的にどういった業種が落ち
込んだのか、そのような詳細について、財務省、
御答弁をいただきたいと思います。
○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
今先生がおっしゃいましたように、二〇一六年
一月分の貿易統計で、輸出額、前年同月比でマイ
ナス一二・九％となりました。
この減少幅が比較的大きくなったことでござい
ますが、先生の御指摘、まず地域別でございます
が、中国などアジア向けでございますが、春節の
時期には貨物が届かないように日本からの輸出が
調整されるというのが例年でございまして、そう

いう意味では、本年一月に一部その春節の時期の
調整が重なったという特殊要因がございます。
それから、業種別のお話でございますが、アメ
リカやＥＵ向けの自動車などは引き続き増加して
おりますが、国際的に市況が悪化しております鉄
鋼あるいは石油化学製品などの減少幅が大きかっ
たことなどが影響しているのではないかと考えて
おります。
○鈴木（克）委員 やはり、中国の減少が大きい
ということなんですけれども、その理由の一つと
して春節というふうに言われたんですが、春節は
毎年あるわけでして、そういう意味で、そうか、
一月のですからね、わかりました。年間じゃなく
て。そういう状況であったということはわかりま
した。
いずれにしましても、状況、いい話をずっと集
めると、よくなってきているのかなというふうに
考えられぬことはないし、逆に心配な要素もある
わけですね。やはり、両方見ていかないと国の進
路を誤ってしまうのではないのかなというふうに
思いますので、こういう心配な数字もありますよ
ということを私はちょっと申し上げたということ
でございます。
次に、また話がかわるんですが、地方について。
これは先回、予算委員会で、私、石破大臣に来
ていただきながら、質問をする時間がなくなって
しまって大変申しわけなかったんですが、石破さ
んに聞きたかったのは、アベノミクスの地方への
波及状況というのはどういうふうになっているの
か、またどうお考えになるのか。まず、いわゆる
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波及がどうなっているのかということに対して、
それからもう一つ、どんなことを今地方創生でや
らなきゃならないのかということをお伺いしたか
ったんです。
きょう、内閣府から来ていただいておるかと思
いますけれども、石破さんにかわってというのは
大変御無礼ですけれども、現在、内閣府がどのよ
うにこの地方創生、アベノミクスを見てみえるの
か、御答弁いただきたいと思います。
○増島政府参考人 お答え申し上げます。
地域経済の現状につきましては、アベノミクス
の三本の矢の政策により、デフレではない状況と
なる中で、全国各地でも前向きな動きが見られて
おります。
具体的には、アベノミクスの三年間で、雇用面
では、有効求人倍率が全都道府県で高まり、昨年、
七県において過去最高を記録いたしております。
倒産件数を見ますと、企業の収益が過去最高とな
る中で、四十三都道府県で減少または横ばいとい
うことになっております。日銀短観では、全地域
で業況判断が改善いたしております。また、全都
道府県において税収がふえ、決算では約二・二兆
円の増加ということになっております。
このように、経済の好循環が地方にも波及しつ
つあるというふうに認識しております。
他方で、例えば個人消費の動向を見ますと、百
貨店売り上げの回復は大都市圏で先行するなど、
地域間のばらつきも見られております。この背景
には、少子高齢化や人口減少といった構造変化も
あり、地方によっては経済環境に厳しさがあるの

も事実でございます。
経済の好循環が全国隅々で進むよう環境整備を
行っていくことが重要というふうに考えておりま
す。
○鈴木（克）委員 地方創生ということを大々的
に言われて、しかし、今の御答弁も、やはりいい
ところを挙げられておるというふうに私どもの立
場から見ると考えられるんですね。
実際に地方に行かれれば、きょうも議員の皆さ
んもどのようにお考えになっておるかわかりませ
んけれども、少なくとも私は、地方にアベノミク
スの恩恵が行き届いておるというような状況はな
いし、倒産も確かに減っておるということであり
ますけれども、極端なことを言うと、これは叱ら
れるかもしれませんけれども、本当に倒産をしな
きゃならないようなところはもう既に倒産をされ
てしまったんですね。本当に厳しいところが今地
方はあるという御認識を持っていただきながら、
この地方創生ということをしっかりと地に足をつ
けてやっていただきたいな、このように思ってお
ります。
それで、続いてですけれども、大臣にお伺いを
します。
地方の状況を中央の財務大臣として、今内閣府
はそのような御答弁でしたけれども、大臣はどん
なふうに今地方の状況を見てみえるのか、地方の
声を聞いてみえるのか、ちょっと教えてください。
○麻生国務大臣 これは、愛知県ですから、今、
古川さんはいないけれども、そこと大分違うだろ
う、同じ愛知県の中でも、蒲郡とは。違うと思う

よ。
この間、不交付団体の陳情というのがありまし
たけれども、不交付団体が一番多いのは愛知県で
すものね。あの中で、不交付団体というのは一都
四十九市町村なんだと思いましたけれども、その
うち一番多いのが愛知県だと思う。だから、その
中でも蒲郡は入っていないよね、はっきりしてい
る。
僕がこう言ったのは、地方とか言うけれども、
その同じ地方の中においても、市によって違うと
思いますよ、場所によって。例えば、福岡県を見
ても、政令都市がうちには二つあるんです、北九
州市と福岡市と。この数年間を見ていても、福岡
の方は、今五年目ですか、五年目で間違いなく税
収の伸び率は政令都市の中で日本一になっている
と思いますよ。片っ方の北九州市の方はじゃんじ
ゃん下がって、下がり率は最低じゃないかな。一
番下がったのは北九州市だと思いますよ。
私は、それは何でそんなことになるのかといえ
ば、市長さんのリーダーシップの能力の差もかな
り影響するのは見ているとはっきりしていますね。
両方、同じようなときに選ばれて、同じようなと
きになりましたから、非常にわかりやすいんです、
うちのところは。だから、そういった意味で私ど
もすごくよく比較するんですけれども。
ぜひ、そういった意味では、この種の話をする
ときには、地方という中でも、その地方の首長さ
んの能力というのはかなりあるなというのが全国
あちこち回った私の正直な実感なんです。
もう一つは、車という面でいけば、おたくは車
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のある方ですから。福岡県は二番目に車の生産量
の多い県ですから。その福岡県、おたくでは八市
町村あるんだけれども、うちは一町ですから。だ
から、そういった意味では、かなりそこも差があ
るのかなと思ったりします。
いずれにしても、企業とかそういったものの経
営理念もあるでしょうけれども、今の時代に合っ
た状況に合わせて、やはり、恵まれた地域環境と
か恵まれた条件、恵まれた産業が町にある、そう
いったところとそうじゃないところの差は出ます
し、加えて首長さんのリーダーシップの差という
のもかなり差が出てくるんだと思っていますので、
私はこの種の話を地域でどうだとか一概にそうい
ったことを軽々しくは言わぬように心がけてはお
ります。
○鈴木（克）委員 地方のその差は首長の力量の
差だというような御発言ですけれども、私として
は、それは少し乱暴ではないのかなというふうに
思っておりますので、また別の機会にその議論を
させていただきたいというふうに思います。
次に進めさせていただきますが、東日本大震災
から五年が経過をしました。もちろん、いまだ復
興が進んでおらない部分もあるわけですが、この
復興財源となる政府保有株式の売却が今回予算に
のっておるわけですが、まず最初に、日本郵政株
の売却についてお伺いをしたいと思います。
昨年六月三十日に閣議決定されて、新たな復興
財源のフレームでは、復興期間十年間の復興事業
費を三十二兆円というふうに見込んで、その財源
を確保するというふうにされておるわけでありま

す。そのうち四兆円を日本郵政株の売却からの収
入を見込んでいるということであります。
今回の改正案で、平成三十四年度までの日本郵
政の売却収入を復興財源に充てるというふうにさ
れておるわけですけれども、昨年の十一月に株式
上場を果たした、その際に得られた売却収入とい
うのは幾らだったのか、財務省、御答弁ください。
○迫田政府参考人 お答えをいたします。
昨年の日本郵政グループ三社の株式の一連の売
り出し上場プロセスにおきまして政府が得た売却
収入は、約一・四兆円でございます。
内訳を申し上げますが、まず、十一月四日の日
本郵政株式の売り出し、上場によりまして六千八
百八億円、次に、十二月三日の日本郵政の自己株
式取得に応じた売却によりまして七千三百二億円、
合わせますと一兆四千百十億円ということでござ
いまして、先ほど申し上げたように約一・四兆円
ということでございます。
なお、この売却収入につきましては全額復興財
源に充てられるということでございます。
○鈴木（克）委員 いよいよ時間がなくなってま
いりました。
まだ、いわゆる東京メトロの売却とか、いろい
ろと復興財源にというのがあると思うんですね。
東京メトロに関しては、何か会計検査院から早く
進めるようにというような指摘も得たというふう
に聞いておるわけでありますけれども、いずれに
しても、復興についてはやはりお金がかかるわけ
でありますし、そのお金をしっかりと確保して、
そして復興に合わせて一日も早い、皆さんに夢と

希望を与えるように頑張っていっていただきたい
なというふうに思います。
最後の質問といいますか、あれですけれども、
ちょっと私は委員長に申し上げたいんですが、先
ほどの大臣の、前の宮崎さんへの答弁の中でトー
ゴーサンという話がありましたよね。これは、農
家の方が税金を払っていないというようなニュア
ンスの中でおっしゃったというふうに私は聞いた
んですが、この辺の発言の真意というのをぜひ一
遍お伺いをしたいということが一つ。
もう一つ、先ほど、地方の差は首長の力量の差
だということもおっしゃったわけでありますが、
私としては、これは非常に乱暴な御発言ではない
のかなというふうに思いますので、その辺のとこ
ろを後に理事会でちょっとお諮りをいただいて、
問題なければ問題ないし、あれなんですが、今こ
こで大臣から直接御答弁があればまたそれでも結
構でございますが、よろしくお願いします。
○麻生国務大臣 前提を全部飛ばされるとそうい
う話になるんですが、いろいろな差が出るという
福岡と北九州の例を引いて、きちんとその上で申
し上げましたでしょうが。それで、うちは九、十
市町村ありますけれども、黒字というかあれは一
町しかありませんから。そちらの方は、ほぼ同じ、
自動車の一番、二番の生産県ですけれども、そち
らの方は八市町村あるんですが、うちは一町しか
ありませんので。そういった意味で、いろいろ当
たる業界、そのときに当たっている業界、昔だっ
たらいとへん、今だったら自動車とかいろいろあ
るんでしょうけれども、そういった意味で当たり
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外れがあることはもう間違いありません。
ただし、私どもは、ついこの間までよかった北
九州がこれだけ落ち込んでいくというのを見たと
きに、やはりその前の市長と今の市長と比べたり、
福岡もその前の市長と今の市長と比べるというの
も、やはりみんなで忘れちゃいかぬことだと思い
ますけれどもねというつもりで申し上げたのであ
って、地域によって、リーダーによってかなり差
が出るというのは、いろいろその市民の方々、町
民の方々は感じておられるところなんじゃないの
かな、私は率直にそう思っております。
トーゴーサンにつきましては、よく言われる例
として農業関係の話として申し上げたところであ
ります。
○鈴木（克）委員 では、以上で終わります。あ
りがとうございました。
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