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第 5 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 3 月 14 日( 水) 17:32～19:18 

2．  場所: 官邸大食堂

3．  出席議員


議長 森 喜朗 内閣総理大臣


議員 福田 康夫 内閣官房長官


同 麻生 太郎 経済財政政策担当大臣


同 片山 虎之助 総務大臣


同 平沼 赳夫 経済産業大臣


同 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


臨時議員 柳澤 伯夫 金融担当大臣


同 坂口 力 厚生労働大臣


（議事次第）  

1．  開会

2．  議事

(1) 社会保障制度について

(2) 景気の現状と今後の対応について

(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  

資料 第４回経済財政諮問会議議事要旨

資料 坂口臨時議員提出資料

資料 奥田議員・本間議員提出資料

資料 社会保障関係参考資料

資料 日本経済の現状

資料 柳澤臨時議員提出資料

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○麻生経済財政政策担当大臣より本日の議事の紹介が行われ、坂口厚生労働大

臣及び柳澤金融担当大臣が臨時議員として出席すること、サービス部門におけ
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る雇用拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査会が牛尾議員を会長と

して発足すること、大田弘子、島田晴雄、樋口美雄各専門委員が任命され本専

門調査会のメンバーとして指名されること、株式市場活性化対策プロジェクト

も本間議員の下で第 1 回会合が 3 月 9 日に開催されたこと等が説明された後、

第 4 回諮問会議議事録が諮られた。

○社会保障制度について

（森議長） 社会保障制度の改革は、国政の重要かつ緊急の課題。政府・与党

社会保障改革協議会で大綱を今月末までにとりまとめる予定であるが、極

めて重要な課題であるので、諮問会議においても、社会保障制度改革のあ

り方につき、経済と財政の相互関係の観点から活発な議論をお願いしたい。

（坂口臨時議員） 社会保障のあり方につき基本的な考え方を述べる。社会保

障制度は国民に安心を与え、消費を支えることで経済の安定に寄与。少子

高齢化が急速に進展する中、経済財政と均衡のとれた持続的な制度を構築

することが課題。これまで各分野における改革を行ってきたが、引き続き

安定的な医療・年金制度の構築、少子化対策、規制改革、情報公開を推進

し、国民が自ら選択できるようにするための取組みなど総合的な改革に取

り組んでいく。高齢化の進展に伴い給付が増大する性格を持つが、増加す

る負担には、保険料と適切な公費財源の確保が必要。現役世代の負担を過

重なものにしないための改革は不可欠であるが、国民負担率抑制のために

社会保障の水準を下げるべきとの主張は、給付内容も同時に見ることが必

要、国民負担率が高い国が必ずしも経済成長率が低いわけではない等問題。

今後、効率化してもなお増加する負担を経済全体の中で可能とする経済

の実現、必要な公費財源を確保する税体系や各歳出分野の見直しが必要。

これらを通じ、社会保障の視点から経済財政構造の在り方が検討可能。

諮問会議で行われるマクロ的な視点からの議論には、厚生労働省として

も密接な協力をしたい。

（石本政策統括官より補足説明） ( 資料2 に沿って説明)	社会保障給付費は、

これまでの 30 年間で対国民所得比が 3.5 倍に拡大した。今後 25 年間で 1.5 

倍になる見込み。実額では現在約 78 兆円で、25 年後には2.7 倍に拡大。

国民負担率は、2000 年度で 36.9% 、財政赤字を入れると 50% 程度。少子高

齢化が急速に進展し、65 歳以上人口は 2050 年に 32.3% 、合計特殊出生率は

人口規模を維持できる 2.08 に対し 1.34 。厚生労働省の 13 年度予算の上乗

せ経費はもっぱら高齢化分。今後の改革への取組みとして、給付と負担の

バランスを持続可能なものにすること、効率的で質の高いサービスを実現

すること、社会保障の「支え手」を増やすこと、の 3 点が挙げられる。社

会保障に関する主な論点としては、我が国の社会保障給付の規模は国際的

に低い。社会保障財源は今後とも社会保険方式を主としつつ、保険料と公

費負担を求めることが必要。社会保障制度がなくなるといった心配をなく
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すことが重要。

（奥田議員） （資料３に沿って説明）資料３は、本間議員と私を中心に議論

を行い、サポートチームの協力を得てまとめたもの。問題意識として、経

済を自律的な回復軌道に乗せていくためには、国民の将来への不安感や社

会保障制度への不信感を払拭することが喫緊の課題。このため、社会保障

を安心と信頼が持てる持続可能なものにして給付と負担の明確な将来ビジ

ョンを国民に示すことが重要。改革に伴い乗り越えるべき課題は大きいが、

本会議では国民に対し積極的にメッセージを発信し、理解と協力を訴える

必要。検討すべき論点として、第１に、自助・共助・公助の役割分担の明

確化が必要である等の社会保障改革に関する基本的考え方の提示、第２に、

経済成長との整合性確保、世代間と世代内での公平性確保、限られた財源

の中でも国民が安心出来る制度の構築など制度の長期的な持続可能性の追

求、第３に、高齢者・女性の社会参加を推進し、少子高齢化を制約要因と

してのみ捉えるのではなく、医療・福祉関連分野など新たな成長産業とし

てとらえるなど活力ある経済社会の実現への寄与の視点を持つこと、第４  

に、value for money の視点や、情報開示の徹底等による制度の効率化、

給付の適正化、透明性の確保の一層の推進、という４点がある。

（本間議員） 社会保障制度は国民生活の最も基本的なインフラであり、社会

保障の不透明感、将来像の欠如がマクロ経済に大きな悪影響を及ぼしてい

る。特に、貯蓄過剰という問題が生じており、1400 兆円近く資産を抱えな

がら、年金から貯蓄をしている事態を生んでいる。短期的な景気との関係、

中長期的な構造改革に対して、制度全体の見直しを通じ国民にしっかりと

メッセージを伝えることが必要。制度が複雑で、自分の生活がどうなるの

かという観点からの議論が欠如しており、国民が不安を増幅させている。

電子政府の推進により番号制度を導入し、失業・雇用・医療・年金を連動

させ、ライフデザインを社会保障制度改革の中に位置づけ、分かりやすい

問題として国民に理解を求めていくことが必要。

（吉川議員） これまで議論されてきたことを実現するために、国民に番号を

導入することを提案したい。社会的な強者と弱者を正確にアイデンティフ

ァイするために必要。従来は納税者番号という暗い名前で呼ばれていたが、

医療におけるカルテのＩＴ化や電子政府の実現など明るい面をたくさん持

っている。このとき重要なのは、政府が統一的な番号を導入すること。

（本間議員） 補足すると、アメリカで納税者番号的な制度が普及したのは、

負担から入らず、受益の方から入り国民の言わばセーフティーネットとし

て機能させたことが背景にある。こうした形で番号設定をし、個人勘定を

きちんと完備することが重要。これを電子政府の第一フロントランナーと

してアピールすることが重要。

（片山議員） 一昨年の夏に、住民基本台帳法を改正し、あと２年経てば全国

民に11 桁の住民票コードが付く。そのネットワークデータは氏名と年齢と
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性別と住所で、本人が住民票を出したり入れたり、行政機関が本人確認を

するのに大変便利。ただ、個人情報保護法が必要であり、医療関係や社会

保障の関係でも共通に利用できれば効率的であろうが、これは将来の課題

として慎重に議論すべき。

（吉川議員） 納税者番号に転用するのは問題という話もあるが、プライバシ

ーを十分に守った上なら他の目的に転用しても構わない。

（平沼議員） 女性や高齢者を含めた活力ある社会を創造するということは生

産年齢人口の減少による労働投入減少への対応策として、我が国の経済成

長につながるため非常に重要。また、女性や高齢者を社会保障制度の支え

手との視点でとらえることも重要。社会保障制度が労働力の供給を抑制す

るという面があり、個人の選択に中立的な社会保障制度への見直しが必要。

公的年金収入については実質的に課税されず、世代間の公平な視点に立っ

て、税負担の適正化を図ることも必要。

（坂口臨時議員） ３号被保険者の問題に絡んでくるが、これからの社会保障、

とりわけ年金などを個人単位にするのか、世帯単位にするのかという問題

はもう一遍議論が必要。医療保険は世帯単位、介護保険は、高齢者が個人

単位、40 歳から60 歳のところは世帯単位とミックスされた形になっている。

（本間議員） 番号制度の導入は、個人の実態を把握しながら、受益と負担を

フェアにするための手立て。

また、個人がアクセスできるという制度的保障を与えることによって、

個人単位で受益と負担、同時に社会保障制度の意味を理解していただく。

保険料の引き上げ、あるいは給付水準の引き下げという極めて厳しい選択

を国民に求めていくということが可能性として強いので、説明責任の観点

からの番号制度活用が必要。

もう一つ、制度間の重複の問題、行政の縦割の非効率性の問題に対して

も、今後の社会保障制度を管理していくマネージメントの上で非常に効果

的。効率的な行政を推進するため、フロントランナーとして活用するとい

う考え方を打ち出していくことは、国民にとってもわかりやすいテーマ設

定になる。

（牛尾議員） 第１に、番号制導入はメリット、デメリットがあるが、導入は

やむを得ない。ただ悪用する部分が出てくる前に、その対策を先に同時に

つくることが肝要。番号制だけ入ればいいというわけではなく、それにプ

ラスになる環境をつくりながら悪用する方をどうやって除外するかという

ことを総合的に考えることが必要。

第２は、これからは女性は基本的に働くもので専業主婦は例外、高齢者

も、７５歳ぐらいまでは本来は働くもので、例外的に体が弱い人は保護す

るものだというふうに時代の流れを読み替えれば、制度は逆転してくる。

女性も働くものだと起点を変えれば、働く女性の保育控除や、親を看る

介護控除という方が主役になる。高齢者は非常に大きなマーケットであり、
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女性も同様と新しく考えるべき。

第３は、少子化と高齢化は全然違う話。少子化とは、企業から言うと、

マーケットが減る話、高齢化はマーケットが拡大する話。これからの少子

化は、働く女性を前提にすべき。子どもを産んだ場合の育児の展開につい

て絵を示さないから、働きたい女性は子どもをつくらない。

（福田議員） 最後の少子化問題。これは、仕事と子育てが両立する社会づく

りということで、現在、いろんな提言をまとめている最中。

（片山議員） （資料３( 図表編) の６ページ）都道府県別の１人当たりの老人

医療費は、長野県が一番低く、同時に高齢者の就業率が一番高い。反対に、

福岡県は老人医療費が一番高く、一番就業率が低い。今の60 歳定年、65 歳

まで勤務延長、再雇用というパターンから、65 歳定年、70 歳まで雇用延長

や再雇用、75 歳まで地域社会で活躍、本当のリタイアは75 歳以上という年

齢パターンを打ち出すべき。

社会保障費の中で、額が一番多くて一番伸びているのは医療費、特に高

齢者の医療費。医療費を抑制するのではなく、無駄をなくし効率化するこ

とが必要。キャップ制でなくても、何らかの努力目標が必要。そのために

もカルテやレセプトのＩＴ化やＩＣカード化を行い医療費の総額を抑える

というより効率化することが必要。

同時に、予防的なことを早くからやり、国民皆スポーツの推進等も必要。

（奥田議員） 医療費のキャップについては、総枠を決めておく努力目標はや

はり必要。キャップがないと、無限に増えることになる。

（坂口臨時議員） 過去、この10 年ないし20 年ぐらいを見ると、人口増と高齢

化による増加で医療費が毎年大体２％ぐらいの伸び。最近は人口増による

伸びは鈍化し、高齢化分が高くなっているが、合わせるとやはり２％ぐら

いであり、これから先も続くような気がする。

人口変化による伸び率は見当が付くが、その他の部分で伸びている部分

が幾つかある。人口変化のところは、ある程度仕方ないが、その他の部分

で伸びているところは、メスを入れていく必要。

（平沼議員） 一人の生涯医療費でいうと、終末医療が４割ぐらいで占めてい

る。ここが非常に高い。それが老人医療費をアップしている主な原因と認

識。

電子化によって、例えば盲腸の病気に対してアメリカなんかはモデルが

できている。だから、日本でも、その範囲で収めていくという形を、ある

程度導入していくことが必要。

（麻生議員） 財務副大臣から何かコメントはあるか。

（村上財務副大臣） 長期的な制度改革をする場合には、給付削減は避けられ

ないことを、はっきり言うときが来た。また、医療費の伸びと経済成長の

伸びが整合性を取ることが必要。

番号制については、老人というのは弱いものだという既定概念でなく、
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収入や財産をトータルして、能力に合った自助努力を促すべき。

年金については、今までの賦課方式を、自分で積み立てる方式に徐々に

に替えていくことも考えるべき。

（坂口臨時議員） 番号制の問題については、例えば社会保障の分野で先に一

本化してつくり上げていくというように段階的にでもしていかないとなか

なか大変な気がする。

（麻生議員） 本件については、本日の議論を踏まえ、担当の有識者議員を中

心に議論を深めていただき、骨太の方針作成に向けて検討していくことと

したい。

○景気の現状と今後の対応について

（柳澤臨時議員） （資料６に沿って説明）日本の金融機関の不良債権はあま

り減少していない。リスク管理債権の貸出に対する割合は、過去のアメリ

カに比べてもものすごく高いわけではないが、問題はこれが減っていかな

いこと。

このためオフバランス化が必要であるが、これには「売却」、「法的枠

組みによる償却」、「私的枠組みによる償却」の３つの手段がある。

売却は、日本の場合、これが中心として機能しているということはない。

法的枠組みによる償却は、破産法による精算型と、会社更生法とか民事再

生法による再建型があるが、司法から債権のカットを命ぜられる、受け身

の償却である。

これに対し私的枠組みによる償却は、主として再建型であるが、遅れが

ち。これは債権放棄に関し債権者間の合意の形成が難しいためであり、そ

の背景にはメインバンク自体の体力の衰えと対象となる損失が非常に巨額

だということがある。

私的枠組みの改善については、トリガーをだれが引くか、信頼度の高い

再建計画をだれがつくるか、最終的な損失の負担をだれが分担するかの３

つが重要であり、他に責任問題も一つの要素。

トリガーをだれが引くかについては、ディスクロージャーによりトリガ

ーが働く環境ができることを期待。再建計画については、確度の高い計画

をつくるためには当該企業を業界全体の中で位置付けて考えるべきであり、

産業再生法の対象を少し拡大したり、会社分割法で債務超過を認めること

を考えるべき。損失の分担については、公正ということが一番大事であり、

債権者間での合意形成において政府系金融機関が仲介者の役目を果たせる

可能性。

私的枠組みを上のように改善して、法的枠組みと私的枠組みの間の第三

の枠組みとして公的枠組みという形でまとめたい。

中小企業の問題は債権を売却可能な部分だけ切り分けることができない
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ため難しく、頭が痛い問題。

また雇用についても配慮する必要がある。日銀総裁のバックアップ姿勢

に感謝。

（麻生議員） 景気の現状と今後の対応については、改善のテンポがより緩や

かになっているとした月例経済報告は下方修正をする必要。岩田政策統括

官から補足説明をさせる。

（岩田政策統括官より補足説明） （資料５に沿って説明）ＱＥの国民所得統

計10－12 月期の実質ＧＤＰは、プラスの0.8 ％と高い伸びだが、７－９月期

はマイナスであり、年後半でみれば非常に緩やかな回復。第４四半期が高

かったのは製造業の民間設備投資が寄与。

年明けから、アメリカの景気が急減速し、日本の輸出と生産を直撃。輸

出数量は夏ごろから減少傾向。ＩＴ関連が生産、輸出、機械受注等に大き

な寄与をしており、特に設備投資に今後悪影響が懸念。生産の動きは予測

値と現実の数値に大幅なギャップがあり、現実の数字では生産は弱含み傾

向。設備投資は、先行指標である機械受注が鈍化しており、先行きに鈍化

の兆し。雇用面も新規の求人数の伸びが鈍化。

物価は持続的な下落が２年続いており非常に異例な事態。仮に物価下落

が持続的に続く事態をデフレと定義すると、今は緩やかなデフレと言える。

また世界的にＩＴ関連の株価が下落しており、日本もその影響で株価が下

落。物価、資産価格の両方ともデフレという状況。

そういう中で、まだリスク管理債権がかなり残っているのが実情。デフ

レが続くと実質金利が高止まり、債務の実質価値が増大し、経済の回復の

制約要因になることが懸念。

以上まとめると、年明けから景気の改善に足踏みが見られるという状況。

（平沼議員） 産業再生法は企業の申請に基づき事業再構築を支援する仕組み

で、着実に成果を上げている。産業再生法の対象の拡大については、債権

放棄の是非に行政が関与する仕組みとなり、その是非は大きな政治的判断

を伴う。仮にそうする場合には、新たな判断基準を設け、産業再生法の認

定スキームを新たに考える必要がある。

（速水議員） 不良債権問題について、第１に、金融システムを更に強固にす

るため不良債権をバランスシートから切り離す必要があり、同時に要注意

債権について適切な引当を講じることが重要。第２に、金融システム問題

の解決は金融政策の効果を引き出すためにも重要な前提。第３に、不良債

権の抜本的な処理がマクロ経済に与える影響として、企業の淘汰が進むこ

とは、長期的には経済成長にプラスだが短期的には雇用面に悪影響が及ぶ

恐れ。また内外の市場参加者が納得するような方策であれば市場環境が好

転していく可能性。これらの要素は当然、景気・物価情勢の判断の中で考

慮。また、第４に、不良債権処理を円滑に進めるため、法制、税制面等で

の環境整備、インフラの整備を進めていく必要。例えば、貸出債権の売買
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市場を大きくしていくこと、また無税での債権放棄の枠組みを明確化して

いくこと等が必要。

（平沼議員） 不良債権など過去の負債の処理に取り組む必要。経済社会の構

造改革も徹底的に進めるべき。与党３党の緊急経済対策は、構造改革に軸

足を置いており、速やかに具体的に展開すべき。この対策に出ている証券

市場や土地市場の活性化に取り組むことが必要。また今デフレが起こって

いるため、金融緩和を行うことが必要。高齢化や環境制約といったマイナ

スとみられがちな要因も成長のエンジンにする、力強い経済対策をやるべ

き。

（牛尾議員） 現下の非常に厳しい経済情勢の中には２つトレンドがある。一

つは、世界的な株安現象があり、日本の現在の状況下では先が見えないと

いうこと。クライシス・マネージメントを発動する時期をどう判断するか、

岩田政策統括官、柳澤大臣の見解を伺いたい。もう一つは、デフレの半分

はグローバリゼーションの要請であるということ。安い物の流入により地

価、賃金が下落する傾向に対しては、相当大きな構造変化が必要。グロー

バリゼーションにより、安い土地で作った物が日本に流入することが招く

物価安は、需給関係に関わるデフレとは大分違う。そういう意味では、円

安は景気を支えてくれる期待があるが、長い目で見れば、必ずしもプラス

ではない。企業収益の増加を経済のテコにした方策も経済対策の軸として

考えるべき。

（柳澤臨時議員）  金融機関に対しての金融危機対応システムは出来ており、

税金で穴埋めをする仕組みがあり、資本の注入も可能。 株価については、

現在フリーフォールではなく、取引が出来つつ下がっているという状況。

株価水準はにらんでいたレベルを下回って、こういう状況になり非常に厳

しい。銀行の決算は非常に厳しいことになろう。

（福田議員） 日本だけ消費者物価が下がっているのは妙な現象だと思うが、

何か特別な事情があるのか。

（吉川議員） よいデフレ、よい物価下落という表現はおかしい。安い物の流

入は、生産性の上昇や、技術進歩が起きることと基本的に同じ。生産性の

上昇や、技術進歩自体はよいことだが、それが一般的な物価の下落につな

がるかどうかは別。その意味では、現在の消費者物価の下落傾向は、やは

り経済全体が低血圧状態にあることが原因。

（速水議員） 需要サイドのデフレは心配。日本だけ消費者物価が下がってい

る原因をみると、大幅な内外価格差を背景に、90 年代からの規制緩和によ

り、海外から安い物、技術が流入し、供給サイドのコストダウンが発生し

たことによる。それは製造面でも流通面でも起きており、まだ続いている。

安い物の流入は、消費者にとってはプラス。しかし、物価の下落がどの程

度需要サイドのものか区別がつけにくいところが問題。

（福田議員） 仮にそうであっても、その中には日本の人件費が高過ぎたとい

8




う理由も存在し、人件費を下げなければならないという話になってくる。

そうした場合、やはりデフレ・スパイラルの１つの原因になる可能性があ

り、余り喜んでいられない。

（速水議員） 日本の高人件費は、１人当たりの国民所得が世界最高水準であ

ることなどの反映であり、賃金を下げることは難しいところではないか。

だから、日本でなければ出来ない新しい技術を取り入れ、新しい物をつく

り、流通サイド、サービス産業部門で新しい仕事を創出していくべき。

（柳澤臨時議員） （要注意債権に対して引き当てを十分すべきとの日銀総裁

の国会答弁に関して）現在、我々は検査マニュアル、公認会計士協会の方

針、監査法人の監査等のメルクマールに基づき引き当てを行っており、裁

量的にもうちょっと引き当てるべきとかいうことを日銀総裁の立場で発言

されることについてはやや戸惑いを感じている。

（速水議員） 要注意債権の残高は、非常に大きい。

（柳澤臨時議員） 32 兆円が要管理下の債権なので、32 兆円分要注意がある。

ただ、それは今もう引き当てはしている。引き当て率は１つの決められた

クライテリアでやるべきであり、裁量的にもっと積んでおけというのは、

ちょっと厳しい。

（片山議員） 償却を29 兆円もやりながら、不良債権がそれでも減らずに微増

だということは、やはり予備軍が一軍に昇格しているということか。だか

らそれにどう対処するかが大事。

（柳澤臨時議員） そのような議論があるのは事実であるが、本来処理をしな

ければならないのは、長く滞っているところが一番問題であり、そこをや

るべき。

（本間議員） デフレを考える場合、家計部門に対する影響と企業部門に対す

る影響を分けて議論をすべき。本来的にデフレ的な要素は、家計部門に対

して実質所得の増大という形で、消費がプラスになる部分があるが、将来

への不透明感もありプラスに転じない。一方、企業部門は資本コストと実

質賃金の両者がマイナスに働き、それが不良債権の問題とセットアップさ

れ、非常に急速に景気を減速させる方向に作用している。次のステップの

シナリオを書くため、どのようにデフレ的な要素をマクロ的にプラスに結

びつけていくかという問題と、構造転換をしながら雇用を生み出す方向に

持っていくかという問題とを重ね合わせるべき。

（吉川議員） 成長の芽を育て、いかに経済の中でプラスのところを伸ばして

いくかがキーである。そういう意味で、構造改革や必要な規制緩和も必要

だが、財政歳出の効率化を成長のビジョンと整合的な形で進めていくこと

が非常に重要な政策手段。

（麻生議員） 財務副大臣から何かコメントは。

（村上財務副大臣） バランスシートの調整については、不良債権の処理、過

剰設備の償却、雇用のミスマッチ解消を本気でやる必要。財政構造改革に
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ついては、社会保障に加え、公共事業と地方財政をどうするかという問題

がある。アメリカなどがマイナス経済成長の時に財政再建を行い景気回復

を実現した事例を他山の石とすべき。経済構造改革については、企業分割

等の制度は整備したが、基本は各企業の努力であり、欧米の企業並みの生

産性があれば株価は下落しない。景気を支えてきたアメリカの景気が悪く

なっているが、痛みを伴いつつ改革は必ずやり遂げるんだという明確なメ

ッセージを発信すべき。

（森議長） 不良債権問題の迅速な解決を図ること等により、金融の正常な機

能を取り戻すことが、本格的な景気回復のための必要条件であることを改

めて確信した。しかしながら、金融システムの機能が正常化する過程にお

いては、長期的に好ましい効果と短期的なマイナスの影響も生ずることが

考えられ、経済が今、踊り場的な状況にあることも考え合わせると、その

実施方法や、タイミングについて検討する必要がある。

厳しい経済情勢、株式市場の動向に鑑み、昨日、政府・与党一体となっ

て緊急経済対策本部を発足させることし、明日第１回の会議を開催する。

与党３党から提示された緊急経済対策をしっかりと受け止めて、断固とし

た対応を取ってまいりたい。今後の経済財政運営に万全を期すためには、

この経済財政諮問会議を的確な政策運営を実現するための「知恵の場」と

して活用させていただきたいと考えている。

（麻生議員） 今後の経済運営については、断固とした対応を取っていかなけ

ればならず、諮問会議においても株式市場活性化対策プロジェクトなどを

活用し、引き続き議論していきたい。

（牛尾議員） 先週、今井財政制度審議会長と意見交換を行ったが、その内容

は、歳出、歳入を一体として検討することにチャレンジしないと駄目であ

るということ、また、国民負担率は経済財政の枠組みとして非常に重要で

あること、さらに、国と地方の役割分担について、それをトータルで考え

議論をしなければならないということ。そういう下に、我が国のグランド

デザインを描き、解決の道筋をつくり、14 年度の各省の政策というものを

考え、５月、６月の課題にすべきということで大体合意をした。また23 日

に総合科学技術会議の議員たちとお会いし、新しい技術による経済活性化

という糸口を、経済財政諮問会議と総合科学技術会議で打ち出し、各省で

分担してお願いする。

（麻生議員） 次回は社会資本整備について議論をするが、その際、審議事項

に特に関連の深い大臣を臨時議員として会議に招くことが適切であるため、

あらかじめ御了解頂きたい。

（以 上）
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