
1 
2 
3 
4 
5 

第 10 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
（開催要領）  
1．  開催日時: 2001 年 6 月 11 日( 月) 17:35～19:15 
2．  場所: 官邸大食堂
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

同 片山 虎之助 総務大臣

同 塩川 正十郎 財務大臣

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 遠山 敦子 文部科学大臣


（議事次第）  
1．  開会
2．  議事
(1) 基本方針の分野別テーマ( 大学の構造改革、不良債権処理関連) について
(2) 「基本方針」( 素案) について
(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  
資料 第 9 回経済財政諮問会議議事要旨
資料 今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針( 素案) 
資料 塩川議員提出資料
資料 遠山臨時議員提出資料
資料 柳澤臨時議員提出資料( 非公表) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  
○竹中経済財政政策担当大臣より本日の議事の紹介が行われ、遠山文部科学大
臣、柳澤金融担当大臣が臨時議員として出席することが説明された後、第９回
諮問会議議事録が諮られた。

○基本方針の分野別テーマ（大学の構造改革、不良債権処理関連）について
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（竹中議員） 議論に入る前に、最近の経済動向につき要点のみ報告する。今
朝公表した平成13 年1～3 月期のＧＤＰ統計では、前期比マイナス0.2 ％とな
り、平成12 年度では0.9 ％となった。14 日に公表予定の月例経済報告では、
景気の基調判断につき、設備投資が頭打ちになっていることなどから、今
月は更に下方修正することで検討している。

（遠山臨時議員） （資料 4 に沿って説明）この会議が、人材育成と科学技術
振興への投資を重視している点を高く評価。経済再生を始め、我が国の発
展に結び付きつくよう、投資対象となるべき大学は創造的人材育成と、研
究開発の役割をしっかり果たすべき。
本日は、大学の構造改革の方針について説明する。大学の構造改革は、
活力に富み、国際競争力のある国公私立大学づくりの一環として行う必要
がある。第 1 に、国立大学活性化と基盤強化のため、再編・統合を大胆に
やる。来年度を国立大学にとって歴史の転換点とし、個性と実力を持つ大
学に集約したい。第 2 に、国立大学は、独立行政法人そのものとは違う民
間的な経営手法を取り入れた新しい法人にする。ポイントは機動性、戦略
性、能力主義。また、今の公務員とは違う民間的経営形態を考えている。
独立行政法人よりも、大学の社会的任務と合致したよいものにしたい。第 3 
に、徹底した第三者評価で競争させ、メリハリを付け、よい大学は国公私
を問わず、世界のトップクラスに育てたい。
2 枚目の資料は、日本経済の活性化の観点から、大学をどう変え、社会的
貢献を効果あるものにするかという観点からまとめたもの。「大学発の新
産業創出の加速」のほか、人材大国の創造、都市再生なども視野に入れて
取り組みたい。
全体を一言で言えば、要は世界で勝てる大学というのをつくっていくと
いうこと。様々な抵抗が予想されるが、これらを確かな目標とし、しっか
り実現に取り組みたい。その意味でも、骨太の方針に、この内容を反映し
て頂きたい。

（牛尾議員） 方向としては大変すばらしい案であるが、問題はこれをどうい
う時間軸でやるかということ。かなり早いスピードを要求されている。

（遠山臨時議員） 現在、フルに議論をしながら進めている段階だが、できる
だけこれを加速させたい。明確に何年とは言えないが、平成 15 年には形を
見せたいと考えており、方向性について今年度内に明確にし、来年度は、
一つでも二つでも国立大学の再編に取り組みたい。

（片山議員） 国立と私立との機能分担を考えているのか伺いたい。また、学
生の学力がないことも問題で、大学卒を企業・役所で再教育をやっている
現状だが、そういうことに対して何か対策が必要ではないか。

（遠山臨時議員） 国公私を通じてすぐれたものを伸ばしていく。また、学生
の資質の向上については、大学改革の一貫として、一番の重点に教育の充
実を取り上げ、より力強く進めていく。

（平沼議員） 「遠山プラン」の具体的な検討として、第 1 に、社会ニーズへ
の主体的、機動的な対応を可能とする組織編成の弾力化、学科等設置の自
由化などを具体的に謳うことが必要。第 2 に、企業人の教員への登用推進
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や企業から大学への委託研究費を５年で10 倍にするなど基本的な方向性は
示されているが、実現に向けた具体的な方策は必ずしも明らかになってい
ない。今後早急に、基準の見直しや明確化などを明らかにした上で、措置
をすることが必要。そのためには、産業サイドの協力が必要であり、当省
としても最大限努力を共にさせていただく。

（遠山臨時議員） 御指摘があったように、過程などを自由化するなどは進ん
できているが、更に加速することが必要。企業との交流については、御協
力をお願いしたい。

（塩川議員） 1 つは教育公務員法の改正。これを改正しないと、実際に国公立
の大学は動かないのではないか。2 つ目に、国公私立 30 校に絞ると大学の
定員をどのように変化させるか。

（遠山臨時議員） 国立大学法人にした場合の職員の身分は、現在、鋭意検討
中である。必ずしも国家公務員型に集約するのではなく、より自由な発想
で新しい制度にしたいという意見もある。
また、国公私立 30 校については、国交私の大学の分野別に 30 くらいを
世界の一流の研究者たちが日本に来るような魅力的な大学にすることであ
り、他を切り捨てるということではない。

（竹中議員） マクロ的観点から、日米で比べるとＧＤＰに占める教育費の比
率は、日本は低い。知的なものに対する資源投入を日本では余り行われて
いない。そういうことを視野において、「遠山プラン」を推進していきた
い。それとハーモナイズした報告書を仕上げたい。

（竹中議員） 柳沢議員からの説明をお願いするが、資料 5 については資産査
定等に関する未確定の情報が含まれており、公表することにより無用の混
乱が生ずる恐れがあることから非公表とし、また、回収したい旨の要望が
出ているため、これを了承願いたい。
（「異議なし」と声あり）

（柳澤議員） 主要 16 行の不良債権の推移では、要注意先債権、破綻懸念先債
権は順調に減っているが、問題は要管理債権。今度のいわゆる最終処理の
対象とは考えていないが、場合によっては破綻懸念先債権になるという世
評で言う予備軍が若干増えている。
今回、破綻懸念先以下の債権を最終処理するが、13 年３月期の最終処理
の状況は、オフバランス化を 5.9 兆円したが、新規発生が 4.3 兆、破綻懸
念先以下の処理は 1.7 兆円の減にとどまった。また、現在の担保と引き当
てによる保全状況は、実質破綻先債権が 100 ％  、破綻懸念先債権が 82.3 ％、
要管理債権では 50.7 ％の保全率であり、最終処理をやった場合に追加損失
が出るのは、破綻懸念先債権で保全されていない 17.7 ％のところが中心。
2 、3 年内に不良債権の最終処理を目指すが、それを時系列で見ると、2000 
年度は 8.3 兆円が既にあり、新規発生が 3.4 兆円。8.3 兆円については 2 
年間で、新規発生分の 3.4 兆円を３年間で処理することになる。2001 年度
は 8.3 と 3.4 の一部をやればいいが、02 年度には、8.3 、3.4 にまた 2001 
年度の新規分をやることが必要。2003 年度は、目標達成する最終年度であ
るが 2003 年度に発生した不良債権が決算上表れる。そこまでを視野に入れ
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て、いかに新たに発生する不良債権を抑えるかということが課題。
不良債権の最終処理を 2～3 年で実施することは、主要 16 行においては
要管理が破綻懸念先以下に落ちないために相当工夫しなければならいとい
うプレッシャーが働く。地域銀行でも大手行と協調融資する分については、
何らかの直接的な影響を受ける。また、ペイオフが始まることから、不良
債権が全貸出にどのぐらいの比率を占めるかということは、銀行を評価す
る基準になる。地域銀行に対して直接政府が手を加えないからといって、
地域銀行がこの問題に取り組むのを懈怠はできない、と考えている。

（速水議員） 不良債権問題の抜本的解決のポイントとして確実な最終処理と
いうことに期限を付けて明記するのは内外の信認につながる。また、特に
構造改革等が活発化すると、企業の質的な変化がスピーディーに動く可能
性があり、刻々と変化する金融経済情勢を踏まえ、既往の自己査定や引当
てを見直すとことが重要である。市場の信認を得るためにも、こうした方
向性を「骨太の方針」にも書き加えるべき。

（柳澤臨時議員） 企業の業況を手早く反映させる引当てをすべきであるとい
うことであれば、それはしっかりやっている。引当てというのはあくまで
も過去の貸倒れ実績に基づいて、必要な引当ての率が決まる根本の原則が
ある。将来の業況を見込んだ、実績以上の引当ては検査マニュアルを超え
た話になり、株主の利益にとって問題となる。
将来の業況予測や経済見通しについては過去の貸倒れ実績を修正するほ
どの確度を持って加味できるのか。今後の課題ではあろう。

（竹中大臣） 日銀総裁は将来の価値を今に割り戻して引き当てろと。マーケ
ットはこの見方に近いが、現実の処理の問題としては、やはり過去の実績
に基づかざるを得ない面があると。問題の所在は認識した上で引き続き御
検討いただきたい。

（吉川議員） 不良債権問題は、新規発生の問題が大きいことは明らか。「骨太
の方針」でも、経済再生プログラムがいろいろあるが、それらを速やかに
実行することが重要。

（本間議員） 実務サイドからの収益改善も含めて日本経済の立ち上がりが重
要だということは勿論だが、同時に、金融業自身の収益生産性というもの
を厳しく問い直すことも重要な問題。オーバーバンキングも含めて、広い
視野でこの問題の整理をすることは今後のテーマになる。

（速水議員） 3 月決算で大手の 1 行は、自己査定を非常に厳しく見直したが、
この点、時宜に適っている。考査などでは、取引先の企業実態をよく見て
対応するよう指導をしていく。

（竹中議員） この問題は、「骨太の方針」後の経済の見通しの中で詰めていく
必要がある問題。今後、新しいイニシアティブについて議論をいただきた
い。

（遠山臨時議員、柳沢臨時議員 退室）

○「基本方針」の素案について
（竹中大臣） 基本方針については、今回と次回で実態的な取りまとめをした
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い。第 6 章はＧＤＰ統計が今朝発表されたこと、１４年度予算は本日の議
論等に基づく必要があることから骨子のみとなっている。また、この素案
は、週末に各省庁と可能な範囲で意見の調整を得ている。その上で幾つか
の残された課題について議論をいただきたい。

（塩川議員） （資料 2）3 、9 Ｐの教育バウチャーは、今適用していいのか。ば
らまきという印象を強く受ける。6 Ｐに今後の経済成長率に関する数字を記
述することは難しいと思う。それから、12 Ｐの「税制改革」では一番大事
なところが抜けている。租税特別措置の見直しは最も肝要であり、緊急で
あり、経済活動に対する誘因としての新たな政策減税等は避けていただき
たい。また、「税源移譲を含めての検討」として書いてくれと総務大臣から
言われているが、国税を減らして、その分を地方に移すというのは絶対困
る。それより地方では住民税など自主財源として取れるものを考慮してい
ただきたい。それから「国債発行 30 兆円を抑える」ということをその都度
明記しているが、これはよろしくお願いしたい。
35 Ｐの経済の見通しについて、「平成 13 年度、14 年度の経済の姿」とあ
るところに数字を入れるのは拘束されるので不適当。
最後に、プライマリーバランス。プライマリーバランスに入ることは間
違いないが、14 年度、15 年度は経費の削減を通じて体質を改善するとずっ
と言っており、その間の景気動向を見た上で入りたいという表現が必要。
同時に、その年限を何年でやるかということについても配慮すべき。

（平沼議員） 「経済活性化」の末尾に、現在、産業構造改革・雇用対策本部
で議論されている新市場、産業の創出、経済の活性化などについて、「骨太
の方針」の方針を受けた施策の具体化を本部で早急に検討すると盛り込む
など、明確な位置づけをお願いしたい。金融サイドの不良債権や産業サイ
ドの不良債務を処理するに当たり、痛みが伴う場合には、その受け皿とし
て新市場、産業の創出という項目を盛り込むことが不可欠。循環型社会、
高齢化社会、科学技術振興などいずれも重要であるが、最も重要なのは、
こうした分野で新しい市場、産業が生み出させていくこと。そういう視点
から大学改革、イノベーション、ベンチャー振興に力点を置くためにも新
市場、産業の創出という文言を独立させて１項目立てるべき。
また、経済成長率の見通しの数字というのは、市場や人々の心理に対し
て大きな意味を持つので、数字を示すことの是非がある。塩川大臣の御指
摘をそういう意味で重要と思うので御検討をいただきたい。

（片山議員） 気になるのは、ナショナル・ミニマムとシビル・ミニマムとい
う概念。よくわからないので、他にいい表現を検討していただきたい。

（小泉議長） 同感である。
（片山議員） 交付税の見直しは行うが、段階補正、事業費補正の説明や人口、
面積中心にという例示は、格調高い「骨太の方針」ではやめた方がよい。
  17 Ｐの「重点的に推進すべき分野」ではＩＴ関係を入れるべき。予算額
はそれ程大きくないが、5 年後に世界で一番進んだＩＴ国家にするのだから
掲げるべき。道路でも下水道でも、最近全部光ファイバー網と合わせて整
備している。そのためにもＩＴを積極的に行う姿勢を示すべき。
それから、税源移譲。すぐにできると思っていないが、地方の税収と歳
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出の乖離をどう縮めるかが問題であり、モラルハザードはそこに起こって
いる。

（塩川議員） 移譲という言葉は法律的に見てもおかしく、「税源の配分の見直
し」である。

（片山議員） 配分の見直しでは小泉改革にインパクトがない。移譲とすると
地方分権にもつながる。税は、国が６割取って、地方が４割取って、仕事
は国、地方が１：２で行い国から国庫支出金や交付税が地方に流れる仕組
みを打破しないと改革にならない。そういう方向性を示すべき。
30 Ｐの法人事業税の外形標準課税。これは、税収中立して増税するわけ
ではない。「早期の導入を図る」ことは既に与党合意済み。「図ることが必
要」という表現は弱い。簡単にできるとは思わないが、これも方向として
は打ち出すことが重要。

（平沼議員） 外形標準課税に関しては、諸外国では問題があるという流れで
あり、最後まで残っていたイタリアもやめるような方向になりつつある。
雇用や研究開発に対してマイナスに働く面があり、要検討であると認識。

（片山議員） 年末の与党税調において、与党３党でもう決めたもの。付加価
値は、人件費が大きいのでそれを中心としている点にいろんな議論があり、
相当な工夫をしているがさらに検討の要がある。赤字だからと一切税金を
納めないのは、国の場合も問題があると思うが、地方の場合はもっと問題
がある。特に地方税の場合には応益原則で広く薄くということが必要。

（牛尾議員） 今回の構造改革の最大のポイントは経済の活性化を構造改革を
通じて行うことであり、税の誘因要素を一切入れないのは問題。インセン
ティブは税よりも歳出で行う方が好ましく、租税特別措置法はできるだけ
排除した方がいいが、過渡期においてはインセンティブな税制というもの
を全く否定するのは問題。
プライマリーバランスについては、総理が国債発行を 30 兆円に抑制する
ことの次はプライマリーバランスの均衡を目指すと言っており、２～３年
の集中期間の後には、何回か見た上で、プライマリーバランスの回復に入
るという程度の表現はあるべき。言葉の使い方を吟味する必要がある。
外形標準課税の問題に関しては、赤字で税金を払わない企業が、大企業
を含めて多く存在するのを黙認することには公平感がない。国の税は応能
的でよいが、地方の税は、税収の安定の観点からきちんと取るべき。経済
同友会も主張している。
画一的な成長を国が地方に対して援助することを終え、個性に応じた独
自の発展計画をつくることも正しい。それを排除するためにナショナル・
ミニマム、シビル・ミニマムを超えるものをとの議論で、もう少しいい言
葉があるということは同感。
重要アイテムの中にＩＴ大国の実現、新市場の創出を入れることも賛成。
税源の配分か移譲かというのは神学論争であり、総理裁定に委ねるべき。

（奥田議員） 外形標準課税について、表現をもうちょっとマイルドにすべき。
（本間議員） 税の誘因というものを全く否定してしまうことは、世界の税制
改革の潮流という観点から行き過ぎ。我が国は戦後貯蓄を優遇してきたこ
とが今、貯蓄過剰を更に支援しているというような状況になっており、リ
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スクマネーへの対応として誘因を活用していくという考え方はあり得る話。
これを否定してしまっては税理論を経済学的に分析することの必要性すら
否定することとなり、学者の良心としても私は入れていただきたい。
外形標準課税の問題については、資本収益率が非常に低い中で、日本経
済が低迷をしている現状から考えて、外形標準課税は資本要素の生産性の
中立性という観点から極めて大きな効果がある。現状の法人事業税は稼ぐ
者に厳しくなっており、効率・公平の観点から問題がある。構造改革とい
う視点からは外形課税の導入は重要。 総務大臣の御指摘で、公的な部分の
ところを受益している者は、受益者としての立場から、これをサポートす
べきだという論拠がもう一つある。
地方財源の部分については、財源の部分のところと支出の部分のミスマ
ッチを、どのような形でバランスを取るかという問題は、避けて通ること
はできないテーマであり、穏当な形で表現をまとめていくということが必
要。

（吉川議員） 外形標準課税については、税金を払ってない赤字決算を続けて
いる企業が多過ぎるという実情があり、応益原則から少し税を負担しても
らうことであり、それをどう考えるかということ。
13 、14 年度の経済見通しについて、数字を入れない方がいいという話も
あったが、13 年度については、政府は 1.2 ％から 1.7 ％に加速していくシ
ナリオを描いていたが、現状のデータからかなり厳しいことは分かってき
ており、現実を素直に見つめるべき。
経済の先行きが少し厳しい時に、構造改革との関係をどう考えるかはよ
く問題になるが、歳出の見直しや問題を抱えた制度の改革という意味での
構造改革は、景気とぶつかるものではないため徹底的にやるべき。ただし、
プライマリーバランスの達成時期など言わば財政再建のペースの方は、マ
クロ経済の状況を見つつ考えていくべき。
現実の経済を素直に見つめることは悪いことではなく、様々な理由で経
済が変わることはあるため、1.7 ％は厳しいことを数字の上で確認しても良
いのではないか。

（竹中議員） 私なりに今のポイントを若干整理させて頂く。
まず、教育バウチャーの「バウチャー」に示される意図は２点。人材大

国に向け、政府が何らかのインセンティブを与えるということと、もう一
つは、それを政府が直接やるのではなく、マーケットの中で選ばせること。
人材大国に向けて政府が何らかのインセンティブをマーケットを活用して
与えることは非常に高いメッセージ性がある。
成長率については、大変微妙な判断を要する。政府経済見通しは閣議決
定されており、今回、この方針を閣議決定すれば整合性の問題が生じる。
しかし、この中で今後の経済の見通しに関し何もメッセージを出さなけれ
ば、報告全体に対するクレディビリティーは著しく下がる。閣議決定では
なく、補論や付録みたいな形や内閣府の試算といった方法も考えられるが、
何らの形でイメージを国民に示すことは必要であり、どういう選択肢がい
いか、次回の会議で示したい。
平沼プランとの関係の明確化等について、できる範囲で議論をさせて頂

7 



きたい。
税のインセンティブについては、やはりこれを全面否定するというのは
ないだろうと、これはちょっと難しいのではないだろうか、税の移譲の問
題については、余り言葉に最終的にこだわらず、中身を議論した方がよい。
外形標準課税については、いろいろ難しい問題があるが、公平の観点から
少し議論をすべきではないのか、というのが我々の議論であったが、それ
を踏まえて、平沼大臣からお願いしたい。

（平沼議員） 賃金を課税標準とする外形標準課税について、500 万とも言われ
る国内企業のうち 99.7 ％は中小、零細企業であり赤字法人も多く、ただで
さえ厳しい中で雇用や研究開発に与える影響を考えれば、今の段階で全面
に出すと非常に大きな反発があり、慎重に考えるべき。また、ドイツ、フ
ランス、イタリアにおいては、賃金に対する課税についてセンセーショナ
ルな表現（「税制における化石」「愚かな税制」「有害な税」）を用いつつ、
廃止や見直しを行っている現状であり、全体を見回しながら、慎重に考え
るべき。
また、例えば担税力がある医師、弁護士等が除外されている状況である
が、こういうところも慎重に見直しながら、検討を加えるべき。

（塩川議員） 租特について、税のインセンティブは必要であるが、安易に行
うと、何でも税制改正、税制優遇とひっ付けるため、だめと言って戸を締
め切るべき。良いものについては、中へ引き入れるが、一応締め切ってい
ることを明確にして頂きたい。また、廃止すべきところは、廃止すべき。
もう一つ、地方税については、どういう性質のものを地方税、どういう
性質のものを国税にするかの根本を考えるべき。根本をやらず、ただ移譲
というのは、だめである。議論は、これから行えばよく、精神だけくんで
頂きたい。根本の思想がはっきりしないのに、テクニカルにぱっぱっとや
ってはいけない。
もう一つ、シビル・ミニマム、ナショナル・ミニマムという言葉は、要
するに、行政の責任のこと。国、市町村の行政上の責任はここまでだと明
確にすべきで、そうでなければ、負担とサービスの関係も分からない。
もう一つ、経済成長の表現は、読んでわかる程度のことにしてほしい。
率を数字で挙げるのは問題であり、ほんわかした表現で言っている内容が
伝わるといった表現になるよう、いい知恵を絞って頂きたい。
もう一つ、バウチャーについては、これはもう浪費につながる。使い方
も知らず、一つの恩恵をもらったように思ってしまう。交付の仕方と基準
を、きちっとしないと、とんでもない浪費に走ってしまう。
最後に、税の中立については、是非議論の中に入れておかないと、お互
い取り合いになり、底なしの論争になる。

（片山議員） 外形標準課税については、増税はしない。現在の法人事業税の
額の中で、公平にする。黒字である 35 ％の企業法人が全部背負っているの
を、広く薄く負担する。中小企業等には特例を考えて、減額も考える。年
間 4 万円ぐらいを考えており、経済産業省ともよく話し合うよう言ってい
る。税は日本型の税制にすればよく、外国は参考にすべきだが、それに必
ずしもとらわれる必要はない。電力、ガス、保険は、既に外形標準課税に
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なっている。与党で決めたぐらいの表現でないと後退と言われる。
税源については、分かりやすくした方が良い。税源は、所得と消費と資
産であり、所得税は国税、消費税は都道府県税、資産税は市町村税という
のが一番わかりやすいが、実際にはそれもなかなか難しいため、組み合わ
せやポイントをどう置くかが重要。また、支出の方についても、例えば、
国道は地方から負担金を取らず全部国の責任で行い、一方、都道府県道は
都道府県、市町村道は市町村で全部賄い、国の補助金をやめた方が分かり
やすいが、今までの経緯から難しい点もある。こういうことも税収のあり
方と合わせて考えるべき。
租特は、何年経ったら必ずやめるというサンセットにすべき。サンセッ
トを絶対に守らせ、もう一度必要であれば再度検討し、実施するという方
式を打ち出すのはどうか。
税源の移譲の方は、この言葉、表現が姿勢であり、その辺はよろしくお
願いしたい。

（速水議員） 金融政策については、6 Ｐに「デフレ圧力が生じる調整期間を通
じて」、「量的緩和政策をとることが期待される」と記述しているが、日本
銀行としては、３月の金融緩和措置に際して、「物価が継続的に下落するこ
とを防止し、持続的な成長のための基盤を整備する」という断固たる決意
を表明した。金融政策の具体的内容は日銀の金融政策決定会合で決めるこ
とであり、表現の仕方は考えさせて頂きたい。

（本間議員） 構造改革を行った場合、2 、3 年は厳しい経済運営を強いられる
ということは、十分考慮すべき。そのとき、政策手段を担保しておくため、
少なくとも手段の多様性、スタンスのあり様について、きちんと文章の中
に入れ込む必要がある。その際、金融政策に手詰まり感があるとの認識が
若干あるが、この点についても量的緩和も含めて十分に対応するという程
度の表現は許されるのではないか。
もう一つ、成長率については、諸外国では中期計画の中で、目標の数字
として経済成長を陽表化することは通例である。弾力条項があること、あ
るいは経済の実態により、それを変更することを十分アピールした上で、
数字を盛り込むことが必要ではないか。経済運営に数字を示さずあいまい
な形で運営することは、プライマリーバランスを政策目標にしていく上で
も、国民に対してのメッセージの伝え方としても、運営の在り方としても
ちょっとまずいのではないか。

（牛尾議員） この「基本方針」は、英文にされ、恐らく海外の人々も非常に
よく読まれると思うが、そのような意味で、グローバルな視点が少し弱い。
外国人から見ても日本経済や日本が変わることを、きちっと初めの方で書
き、後の本論の方で具体的に追加することにより、英語に翻訳してもチャ
ーミングな文章を作るべき。
もう一つ、治安は国民の重要な関心事であり、世界でも日本の最大の特
色は安堵感であるが、最近目に余るものがある。このため、急遽「基本方
針」の素案に４Ｐ（5 ）⑥を記述したが、本論の方に具体的に強化するとい
うことを入れるべき。治安の問題を国民向けに、外国人向けにも、追加す
ることを提案をしたい。
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（塩川議員） この文章をまじめに読めば２時間掛かるため、ぜい肉を取り、
エッセンスだけにするようお願いしたい。

（竹中議員） 基本的には 30 Ｐ以内に抑える方向で調整するが、是非とも文言
を入れてくれといった意見もあり、それを少し上回るだろう。しかし、こ
れとは別に、国民に読んでもらうための絵も入ったパンフレットバージョ
ンを作成し、それを英語に直すのが一番いい方法ではないか。

（塩川議員） 分かりました。
（竹中議員） 本日は、各方面から、大変建設的な意見を頂き、それを織り込
む形で調整を進める。本日の議論も踏まえ、次回の会議でおおよその同意
を得たい。

（小泉議長） 連日にわたって大変御努力頂き、だんだん骨格が浮かび上がっ
てきた。
プライマリーバランスの問題については、２段階でやる。増税はせず、
徹底した行財政改革を行う。今の前提でプライマリーバランスを考えるの
ではなく、２、３年は徹底的な民営化、地方移譲、むだな歳出削減を行え
なえば様子が変わってくる。そういう時点で、プライマリーバランスを考
えて遅くない。まずは、むだな歳出を削減すべき。
バウチャーの問題については、バウチャーという言葉が非常にわかりに
くい。本人に学ぶ意欲と能力さえあれば、どんな大学でも必ず行くことが
可能で、就職した後に返すという奨学金のように、学ぶ意欲のある人に対
しては、必ず提供するというような教育振興、人材育成を考えられないか
ということで、竹中議員はバウチャー制を発案されたと思うが、バウチャ
ーという言葉はもっと考えた方が良い。
途上国の首脳との会談では、私は、日本企業が働きやすい環境の整備を
要望するが、同様に、外国企業が日本で活動しやすいような環境を整えな
いと、日本の経済も活性化しない。そういう点の規制緩和や環境整備、税
制も含めて大事である。税制は簡素、わかりやすい方がよく、そういう点
もまとめて頂ければありがたい。

（竹中議員） 言葉は是非考えさせて頂き、いいものにしていきたい。以上で
会議を終了する。

（以 上）
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