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第１６回経済財政諮問会議議事要旨 
 

 
（開催要領） 
開催日時：2001年 8月 28日(火) 17:02～19:19 
場所：官邸大食堂 
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   森山 真弓  法務大臣 
   同      遠山 敦子  文部科学大臣 
   同      坂口 力   厚生労働大臣 
   同    尾身 幸次  科学技術政策担当大臣 
   同    柳澤 伯夫  金融担当大臣 
 
（議事次第）  
１．開会 
２．議事 
 (1) 「基本方針」のフォローアップについて 
 (2) その他 
３．閉会 
（配布資料） 
 資料１－１   第 14回経済財政諮問会議議事要旨 
 資料１－２  第 15回経済財政諮問会議議事要旨 
 資料１－３  「循環型社会に関する専門調査会」専門委員等名簿 
 資料１－４  「基本方針」フォローアップヒアリングスケジュール（予定） 
 資料２    「構造改革特別要求」の調整の進め方について 
 資料３    森山臨時議員提出資料 
 資料４    遠山臨時議員提出資料 
 資料５    坂口臨時議員提出資料 
 資料６    平沼議員提出資料 
 資料７    尾身臨時議員提出資料 
 資料８    柳澤臨時議員提出資料 
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（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣より、本日の議事及び臨時議員が紹介され、「循環型経済社会に関する
専門調査会」について報告され、第 14回及び第 15回議事録が諮られた。 

○「構造改革特別要求」の調整の進め方について、資料２に基づき、官房長官より説明された。 
○小泉内閣総理大臣から、「これから改革は、総論から各論に行く。御苦労をかけるが、『改革工程
表』をできるだけ一般の国民に分かりやすく提示いただくよう、格段の努力をお願いしたい。」と
挨拶。 

○「基本方針」のフォローアップについて 
（森山臨時議員）（資料３に基づき説明。）司法制度を所管する法務大臣として、21 世紀を迎えた日

本には、司法制度改革が社会・経済構造の改革の正否を握る極めて重要なものとなっていること
を改めて強調したい。 
 第１に、社会・経済の司法への依存度が深化している。今後、社会・経済構造の大規模な転換
を図るには、司法機能の拡充・強化が不可欠。これまでの護送船団方式の行政主導による不透明
な処理は、国際的に通用せず、国民の信頼を失い、許されなくなっている。その結果、最近では、
長銀、日債銀、そごう、日本リース、千代田生命等で法的処理に依存する傾向が顕著になってい
る。今後、構造改革に伴い、多数の企業の再編、再生、整理等が行われるが、透明性と公正性が
強く求められる社会では、司法的処理に委ねざるを得ない。法務省で、事後監視・救済型社会を
支えるため、プロジェクトチームで、経済活動にかかわる民事・刑事基本法制の整備を進めてい
る。社会・経済構造の改革の最終局面は、司法的処理とならざるを得ないため、これに耐え得る
体制を確立することが急務。また、ルール違反者への厳正な事後的制裁は、事後監視・救済型社
会においては必要不可欠である。国民は、自ら裁判所に直接に救済を求め、公正で実効的な解決
がなされることを強く希望するようになっており、処理件数も増大している。 
社会・経済構造の改革を行うためには、司法が適正・迅速に機能し、社会のニーズに的確に応

えていくということが絶対に必要な条件である。 
 第２に、国際的経済活動の発展と司法の関係。グローバルスタンダードに合致した調和ある経
済の発展を図るために司法の充実が不可欠である。ＩＴ革命等で産業構造も変化しているが、知
的財産権は法的保護が前提。知的財産権重視の産業構造への転換には、国際的規模で生ずる知的
財産権紛争を適正かつ迅速に解決しなければならず、司法の充実が必要。国際的契約でも、日本
企業がより迅速な解決を求め、あえて諸外国の仲裁機関や裁判所等を利用する「司法の空洞化」
現象が生じているが、極めて深刻な事態であり、司法機能を国際的に通用するように拡充しなけ
ればならない。さらに、環境保護の問題にも的確に対応すべきものとして司法が存在意義を高め
ている。 
 最後に、治安の悪化と司法の問題。我が国は、治安の良さを世界に誇っていたが、本年上半期
の全国の刑法犯は、過去最高の昨年同期に比べ 16％増加。検挙率は同６％下回る史上最低となっ
ている。殺人事件も平成７年と比べ約 35％増加し、先般の大阪の小学校における児童殺傷事件な
ど、想像もできなかった凶悪事件が多発している。外国人犯罪等も増加し、治安は確実に悪くな
っている。自民党調査では、日本の社会像として治安がよい社会を望む声が 90％を超えている。
このような我が国の社会的状況、国民の切なる声からは、刑事司法の充実が必要。社会・経済構
造の大変革についても、揺るぎない治安が無言の前提である。 
司法の充実のためには、裁判の迅速化を始めとする制度的基盤整備が必要で、司法を支える人

的基盤を質・量ともに豊かなものに拡充することが不可欠。このため、司法制度改革審議会意見
書においても、人的基盤について、飛躍的増大を図ることが必要不可欠で、法的措置を含め、大
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胆かつ積極的な措置をとるべきと提言されている。司法制度改革の実現に向けて、御支援、御協
力願いたい。 

（遠山臨時議員）（資料４－１に基づき説明。）基本方針で重点分野とされた人材育成、教育や科学
技術の振興は、国家百年の計に立って取り組むべきものである。文部科学省は、新世紀に「米百
俵」の精神を活かし、我が国の知的資産を倍増するため、戦略性をもって人材・教育大国と科学
技術創造立国の実現を目指す。 
 人材・教育大国の実現では、４つの重点改革プランを推進する。 
 教育改革では、｢21世紀教育新生プラン」として、「学校がよくなる 教育が変わる」と実感で
きる教育改革を目指す。過度の平等主義を改め、一人ひとりの子どもたちの多様な能力を伸ばす2
0人授業や習熟度別学習を実施する。また、教育に情熱を持つ社会人を学校に受け入れる「学校い
きいきプラン」の全国展開や、人生の達人とも言うべき社会人に道徳教育を担当してもらう「心
のせんせい」事業を実施する。全国で1000校の学力向上フロンティアスクールを作るとともに、
教材開発等も進め、学力低下への懸念に応えていく。 
 「大学構造改革プラン」では、真に競争力のある大学を作るため、国立大学の再編・統合の推
進、民間の経営手法を取り入れた「国立大学法人」への早期移行、競争的環境と評価によって世
界に通じる「トップ30」への重点投資等を行う。 
 「社会人キャリアアップ推進プラン」では、様々なニーズに対応できる能力開発の場を提供す
るため、リストラによる離職者等が再就職のために学べるよう、ビジネススクール等実践的なプ
ロフェッショナルスクールの整備などを行う。また、厚生労働省と連携して、大学・大学院の社
会人キャリアアップ教育を抜本的に拡充する。 
 「文化芸術創造プラン」では、世界トップレベルの文化芸術の創造を行う。国際的な新進芸術
家の養成などを通じて、心のゆとりを失わない、心豊かで活力ある社会を実現する。 
  科学技術創造立国の実現では、科学技術基本計画、総合科学技術会議の方針に沿って、３つの
改革プランを推進する。 
 まず、「研究開発システム改革プラン」では、宇宙関係３機関の統合を進め、効率的で強力な
宇宙開発の体制を作る。また、重点４分野への重点的な投資により、ライフサイエンス、ナノテ
クノロジーなどの分野を新たな産業分野へと育てていく。ノーベル賞クラスの創造的な研究成果
を生み出せるよう、競争的研究資金を拡充する。 
 「科学技術インフラ強化プラン」では、公共投資の波及効果に加え知的資産創出という二重の
効果を持つ大学等の施設の重点的・計画的整備を行い、優れた研究者を育てるための施策を推進
する。 
 「産学官連携改革プラン」では、大学発のベンチャー育成や産業界のニーズを踏まえた共同研
究の推進を行う。大学等の頭脳を核として、新産業を起こし地域を活性化する知的クラスター創
設事業を展開する。この他、ＩＴ等の重点分野についても積極的に対応する。 
 文部科学省では、教育、科学技術などの分野での構造改革を断行する。我が国の将来の発展に
向けた必要不可欠な投資については、しっかりと行うことが重要であり、これを怠ることのない
よう御理解を賜りたい。 

 
（坂口臨時議員）労働関係では、大きく分けて３つ。１つは、雇用の創出。ベンチャー企業の育成で

も、新しい雇用を生み出すため雇用政策でも対応すべく、経済産業省ともタイアップしていく。
全国を９ブロックに分け、地域の特徴のある雇用を育てていきたい。二つの省が別々の施策をす
るのではなくて、足並みを揃えてバックアップをし、効果が上がるようにしていきたい。２番目
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は、近い将来、企業を辞める人への施策で、訓練を徹底して行う。休暇をとり訓練できるよう、
企業、本人、受入先企業に支援を行う。３番目は、既に失業をした人の対策。今までもきめ細か
い政策があったが、特に訓練延長給付。雇用保険の単純延長ではなく、目的意識を持って訓練を
受けて、新しい技能を身につける人を中心に延長したい。 

   旧厚生省関係では年金、医療、介護、子育て。問題になるのは、子育て。待機児童ゼロ作戦で
一所懸命やっているが更に知恵を絞れないか努力している。雇用創出も考慮し、保育のヘルパー
や障害者への作業支援ヘルパーを考えている。医療では、９月中に改革案の骨格を固めて、御意
見を賜りたい。分かりやすい論理と、みんなで負担を分かち合うとの考え方でまとめ上げていき
たい。負担増は避けられないが、分かりやすい論理で、説得力のある理屈づけが大事。言う方は
簡単で、やる方は大変だが、９月半ばには、骨格の骨格を示していきたい。 

 
（平沼議員）経済産業省としては、個人や企業が本来持っている潜在力を最大限生かすための前向き

の構造改革を積極的に進める。具体的には、イノベーションや需要の掘り起こしを進め、新しい
市場・産業を創出し、高成長部門への資源の自律的なシフトを促す。また、中小企業雇用に必要
なセーフティネットを構築する。環境・エネルギー問題などを、制約要因ではなく、新たな成長
要因として解決される前向きの仕組みを構築していきたい。 
 まず、イノベーションシステム改革プログラム。最近、日本企業とアメリカなど先進国との技
術格差が広がっているのが懸念される。新市場・産業の鍵となる技術開発を進めるには、民間の
実用化研究開発支援を徹底する。重点４分野の研究開発が必要。さらに、技術開発予算の複数年
度化の検討を政府全体で早急に始め、研究費の効率的活用をする。また、大学発ベンチャーを３
年間で 1,000 社にするべく、産学官、文部科学省とも連携して支援していく。 
 地域経済再生プログラムでは、地域経済を支えて世界に通用する新事業が次々と展開される産
業集積を形成するために、産学官の人材ネットワークを構築するとともに、地域の関連施策を総
合的・効果的に投入する必要がある。19のプロジェクトで約 3,000 社が、地方自治体の協力も得
て、新しい産業クラスターの創造で前向きな動きが出ている。実用化技術開発の経済効果を調べ
たところ、当初、公共事業と同様の効果が生じることに加え、技術開発成果が事業化に結びつい
て、新事業を促進するとの効果も表れている。地域の雇用というものを確保するために、坂口大
臣から御提案もあり、７月末から両省で垣根を超えて議論をし、昨日次官会議でまとめた。共通
の問題で共通に力を出していく。 
 中小企業政策プログラム。日本を支える元気のよい中小企業群を数多く生み育てるため、中小
企業の経営革新を支援。特別保証復活要望は非常に強いが、むしろ、売掛金債権を担保に融資を
つけていくため、臨時国会での法改正を含め対応したい。中小企業の連鎖的破綻を回避するセー
フティネットの整備も行いたい。 
 開業・創業倍増プログラム。我が国では 120 万人が新たな創業を欲している。その半分の 60
万人が何らかの準備に着手している。しかし、実際に開業する人は 18万社しかない。新しいやる
気のある人たち、新規産業を創出することは、雇用の大きな受皿になるので、今の 18 万社を 36
万社に倍増計画をしていく対策をとりたい。 
  高コスト構造の是正、企業関連制度の見直し、労働市場の整備など関係省庁と連携をとりつつ、
積極的に取り組んでいく。具体例は物流。高コスト構造是正のため、北九州のコンテナターミナ
ル構想、24時間大規模港湾などを進める。 
  地球温暖化・エネルギー問題は、経済の持続的成長と調和する形で解決しなければならない。
環境省や国土交通省などと連携する。省エネルギー対策ではトップランナー基準に自販機などを
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追加。高効率の給湯器も省エネに結びつく。新エネルギー、太陽光発電、燃料電池、風力などの
導入に取り組む。エコタウン事業も積極的に進め、自動車リサイクル法制定にも取り組んでいく。 
 蛇足だが、総理御提言の省エネカーでは、今日試乗をした。ハイブリッドの大臣車は 10月末納
入になる。各省庁も検討いただきたい。 
 ＩＴ社会の形成では 2005 年までの e-Japan 構想、世界最先端のＩＴ国家を目指して行政改革
に資する電子政府の早期実現を始め地域における公的サービスのＩＴ化を進める。例えば、共通
仕様のＩＣカードを軸として自治体の広域連携を進める。ＩＴ教育、高度な人材の育成、情報セ
キュリティ対策などを進める。 
 都市再生プログラムとして、エコタウン事業。首都圏、川崎、東京都でも具体的に進んでいる。
低公害車の開発、都市型産業に対するベンチャー育成設備の整備、中心市街地活性化に積極的に
取り組んでいきたい。 
 ８項目で、しっかりと時間を区切り、効果を国民に分かりやすい数で示すとの基本姿勢で頑張
っていきたい。この二、三年が、我が国の浮沈の非常に大きな分岐点になっている。総理の提唱
する「聖域なき構造改革」を進め、達成しなければならない。現状を放置すると、経済は失速す
るおそれがあり、国際競争力も低下する。以上、申し上げた８分野の政策パッケージを組み合わ
せ、民間の消費や投資を活性化させ、我が国産業競争力の向上や新規市場や雇用の創出を積極的
に図り、我が国経済雇用に対する国民の不安感の解消に努めていきたい。そうした観点から、経
済情勢の動向に細心の注意を払って 10月以降に行うべき事項の前倒しを含めて機動的な経済運営
の観点から積極的にさらなる検討を進めていく。 

 
（尾身臨時議員）３点申し上げたい。１つは、14年度の概算要求で、重点７分野については 20％増、

科学技術振興費は、30％増の要望を各省から８月末までに出していただき、総合科学技術会議で
各省からヒアリングし、精査して、科学技術についての資源配分の方針に基づき、優先順位を付
けて、要望の絞込みを９月中に行っていきたい。分野が重複して要求される施策もあるので、内
閣官房等と連携し、メリハリの利いた原案作成を進めていく。総合科学技術会議の最重要事項の
一つである国立大学の施設整備について、公共投資関係の中で重点的に配分を行っていただきた
い。 

   特殊法人の問題は、特殊法人等の予算は 10％カットとの方針でやらなければいけない。全体の
科学技術関係費３兆円のうち，研究開発型特殊法人が１兆円を占め、複数年度にまたがる柔軟な
予算執行を可能にし、研究開発をより効率的・効果的にする制度となっている。一律カットによ
り科学技術の研究開発が阻害されないよう、工夫をしなければならない。 

   産学官の連携の強化及び地域科学技術振興については、地域における産学官の連携、地域科学
の振興を柱として小泉内閣の構造改革の線に沿って科学技術分野からの経済の活性化を図ってい
きたい。14 年度予算の中でも重点化したいし、補正予算を編成する場合にも、重点的に取り組み
たい。 

    地域における産学官の連携の推進、地域の中堅中小企業の研究開発に対する助成、それによる
地域の大学発ベンチャーの育成等を通じた経済の活性化が、構造改革に沿った景気対策であると
考えており、１つの軸として地域科学技術開発を進め、雇用拡大、地域振興を図りたい。この関
係の予算は、地域ごとに大学、企業、関係機関が相談をして使い方を決めなければならず、使い
勝手が必ずしもよくないが、使うには工夫、協議、協力、体制整備が必要になる。大変だが、費
用対効果から見ると、デマンドサイドのみならずサプライサイドへも有効に働く政策であり、是
非これを小泉政権の大きな柱の中に織り込んでいただきたい。 
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（柳澤臨時議員）（資料８に基づき）１２ページでは、直ちに取り組める事項、臨時国会で法改正し

てできること、10 月以降にすること、の３段構えになっている。直ちに取り組める事項では、ま
ず、13年３月期のリスク管理債権の開示、不良債権比率と与信費用比率の状況の把握がある。 
 また、査定の正確性確保のための年１回の検査の実施、不良債権の的確な処理、不良債権の最
終処理、整理回収機構（ＲＣＣ）の機能の抜本的拡充、都市再生本部との連携がある。 
 不良債権問題処理後の不良債権問題の姿については、主要 15行ベースの試算では、平成 12年
度の実績で 5.72％の不良債権比率が、平成 17年度で 2～3％程度になるとしている。アメリカは
現在１％ちょっと。アメリカの場合には不良債権を売却するようなオフバランス化は別の仕組み
でやっているので、我が国では、２、３％程度が平常状態である。平成 12年度の与信費用比率は
1.4 ％であるが、これを平成 17 年度に、0.2～0.3 ％にしたい。このような姿が不良債権の最終
処理後の姿であり、目標としていきたい。 
  次に、証券市場の構造改革であるが、税制改革の問題は臨時国会の問題であり、現時点で直ち
に取り組める事項はそれ以外となる。処分を行った場合にはこれを公表することにより、個人投
資家に、良い会社にアクセスしてもらいたい。 
  また、苦情処理や紛争処理の公表により、投資家として何を気をつけなければいけないかを共
有してもらい、安心して証券市場にアクセスしてもらえるようにしたい。 
  「臨時国会で法改正してできること」であるが、第１に、銀行の保有株式問題がある。株式保
有制限と株式取得機構の設立が既に決定されているが、これについて、次期国会に法案を提出し、
来年１月の機構の設立を目指すということである。 
 その他、証券市場の税制改革であるが、源泉分離課税と申告分離課税の問題をどのように調整
した形で個人投資家のための税制を整備するかがまず第一。金融庁の原案は、金融庁なりに工夫
をしたものであり、今後、各方面での御審議をお願いしたい。 
 また、個人投資家が個別銘柄株にいきなり入るのは難しく、投資信託から入るのがいいという
意見があるが、投資信託のうち、信託財産の 50％以上を株に向けているようなものについては、
できるだけ株式投資と同じような税制上の措置をとっていただきたい。これを臨時国会で成立を
させていただきたい。 
  最後に、「10 月以降にすること」であるが、目論見書について、もっと投資家のニーズに応え
られるようなものにしたい。投資信託についても言えることである。また、上場投資信託（ＥＴ
Ｆ）の銀行での販売について、10 月以降に慎重に論議をして、各方面の意見を聞いて結論を出し
ていきたい。 
 

（竹中議員）逐次、質問、コメントをお願いしたい。まず、森山臨時議員のご説明について。 
（本間議員）世の中の動きと比べ、法律改正のテンポはかなり遅いのではないか、あるいは反市場的、

反グローバル的な面が法律に残っているのではないかという認識が経済の面からみるとある。ス
ピードの問題と、法務省が行う法律改正と議員立法との関係、さらには、各省庁との連携の具体
化の問題の３点について、補足していただけないか。 

（森山臨時議員）確かに、商法、民法、刑法等の基本的な法律の改正については御指摘のことを私自
身感じていた。しかし、最近は経済の変化のスピードが早く、それではとても応じきれず、必要
な改正が議員立法という形で行われるということが最近多い。法務省としても、できるだけ迅速
に行わなければいけないとは考えているが、政府提案の場合には関係各省との調整もあり、また
法務省としても色々なグループとの調整もあり、手続に時間がかかるのは事実。そういうものを
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克服し、迅速に法律改正なり新法の制定をやっていかなければいけない。 
 最近は、必要な改正事項だけでもとりあえずやるというような姿勢が前に比べて非常に顕著で
あり、その御希望に対してできるだけ応じたいということで努力している。 

（片山議員）当面は臨時国会で司法制度改革推進法を成立させ、本部を設置する等、仕組みをつくる
ということか。中身の検討には何年かけるのか。 

（森山臨時議員）３年間、本部で検討する。 
（片山議員）本部を中心に司法制度改革の全体像を決めるということか。当面は増員か。この前、党

との会議では、司法関係や治安関係の増員を盛んに言っておられたが、その増員は当面の議論で
あり、全体の改革とは関係ない。 

（森山臨時議員）本部をつくるための増員ではない。 
（牛尾議員）やはりスピードの問題と国際性の問題がある。経済は、この二、三年が非常に大事な局

面であり、国際社会からの投資、国際企業の進出の活性化が必要条件になっており、緊急的なも
のは、一、二年でやれるような仕組みを考えていただきたい。 

   過去対比以上に国際対比が大事である。現実にある欧米諸国よりも投資に有利な条件をつくる
必要があり、また、日本はインサイダーに有利な情報環境となっているので、公開性を確保する
必要がある。人手が足りないとのことであるが、ロースクールの問題でも、現在の計画では開校
が 2004年か 2005年と、司法との関係で時間がかかるわけで、とにかく暫定的にスタートするこ
とが必要。例えば金融問題なら銀行や財務省（旧大蔵省）出身者に法的な資格を短期的に持たせ
るとか、暫定処理によって人的不足を解決し、二、三年で改革をお願いしたい。 

 
（竹中議員）遠山臨時議員のご説明についてどうぞ。 
（牛尾議員）国立大学の法人化は目的ではなく手段に過ぎず、国立大学に民間的発想の経営手法を導

入することが大事。法人の経営形態にとらわれるより、非公務員の先生もいれば、公務員の先生
もいるというような多様性が大事ではないか。 

   社会人キャリアアッププランの中で、バウチャーによって機関援助ではなく個人援助をすると
いうこともあっていいと思うが、個人については、社会人に対する奨学金というようなものがあ
ると良い。 

（遠山臨時議員）仰るとおり、国立大学の法人化は手段であり、いかに質の高い人材に創造的な研究
なり教育をやってもらうかということが重要。その意味で非公務員型もあり得る。これについて
は、調査会から９月に中間報告が出、また本年度中に「国立大学法人」のあり方についての結論
が出る予定なので、それを踏まえながら対応し、できるだけ早く結論を出したい。 

（片山議員）国立大学は独立行政法人とは別の形態の国立大学法人にするということか。 
（遠山臨時議員）そういう方向になるのではないか。この前お示ししたプランの中で、「国立大学法

人」という形でやっていきたいということにつき了解をいただいている。 
（片山議員）20人学級にするとか、心の先生５万人ということだが、財政の負担はどうなるのか。 
（遠山臨時議員）20 人授業は、公立学校の教職員定数の改善により行う。「こころの先生」について

は非常勤。 
（尾身臨時議員）国立大学の法人化に際しては、公務員型、非公務員型の問題について、人材の行き

来などが自由にできるよう、弾力的にして欲しいという要望が非常に強く、総合科学技術会議の
方でもそういう考え方が多い。 
研究に関して、国立大学と私立大学で税制面の扱いに格差がある。そのため、日本の私学は、

財政基盤が弱い。米国のように、私学の科学技術の実力を高めるべき。私立大学への民間資金の
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導入を促進する観点から、委託研究費に対する減税措置等についての検討が重要である。 
（竹中議員）「トップ 30」を選ぶときの国立と私立の対等の条件にも関連すると思う。 
（吉川議員）改革の道筋をなるべく早くわかりやすい論理で大学人に説明していただきたい。現状は

若干混乱がある。例えば、大臣が応用研究のみが大切であると考えているといった誤解があり、
大学の現場に随分大きな混乱を生み出している。 

（遠山臨時議員）私どもも、説明責任を果たすため一層の努力が必要と考えている。有識者の意見も
聞きつつ、より明確にしていきたい。 

（本間議員）財政的な側面からいうと、かけたお金がどのような形で研究教育、社会的な貢献に対し
て効果があるかという問題が、国立・公立・私立と関係なくある。その際、機関補助的なやり方
がいいのか、個人補助的にやるほうが効果が上がるのか、検討する必要がある。また、少なくと
も評価の段階では、国立・公立・私立の区別をなくして一元的に評価をし、それに対してきちん
としたアクティビティを示す部分について資金を重点的に配分し、「トップ 30」というものを選
んでいくという道筋を明らかにしないと、現場は混乱するだけ。 

（竹中大臣）「トップ 30」については、大学なのか学部なのかという議論もある。 
（遠山臨時議員）学問上の専門分野である。力点は、30 という数というよりはむしろ、競争的な環境

の中で、かつ第三者機関による評価によって、重点的に対応していくということである。 
 
（竹中議員）坂口臨時議員のご説明について。 
（吉川議員）坂口議員も言われたように、医療保険改革、医療システムの改革は大変重要な改革。厚

生労働省としての案を９月中に発表されるとのことであるが、単に医療保険の問題だけではなく、
個人消費にも非常に関係しており、大変重要なポイント。 
医療費、医療保険の問題は老人医療費、高齢者の医療費が非常に大きいが、高齢者は経済能力

のばらつきが大きいという点につき、考慮していただきたい。医療システムの効率化は大変結構
なことであるが、高齢者の負担能力のばらつきを抑える点も含めて社会保障の個人会計は重要な
社会インフラだ。保険を改革していく上でも個人会計は重要な道具だと考えるが、大臣のお考え
はどうか。 

（塩川議員）先ほどの大臣の話では負担と給付の関係について触れておられない。社会保障全体とし
て、給付と負担の関係というものをある程度整理しなければもたない。だから、今までの延長線
上ではなく、大胆な改革が必要。吉川議員の話にもあったが、高齢者のばらつきを自己負担との
関係に結びつけたらよいのではないか。 
それから、労働関係については、規制緩和をもう少し進めてもらえないか。 

（坂口臨時議員）医療改革の問題では、高齢者も様々であるから、所得のある高齢者には負担をお願
いする形にしたい。これは明確にしていかないといけない。 
電子化やＥＢＭは進めていきたいと考えており、個人会計については、番号制との関連も考慮

する必要があり、既に年金制度についている番号制を将来的にはどのように拡大していくか、社
会保障全体の番号にしていくというのも一つの考え方であろう。我々の考えは少し隔たりがある
かもしれないが、個人会計について、大分勉強をしているところであり、御意見を伺いながら整
理をさせていただきたい。負担と給付については、はっきりさせていただく。 

（塩川議員）９月の改革案の中にこの骨子が出てくるのか。 
（坂口臨時議員）負担と給付を明確にしないと案にならない。個人負担については、もう少し御負担

いただかなければいけないが、若干のアクセントをつけたい。高齢者の場合の負担と一般青壮年
の場合の負担についても、若干アクセントをつけたい。ただし、高齢者の場合も、所得の格差を
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考慮しなければならない。診療側に対しても、求めるべきところは求めていかなければならない。
覚悟してやらせていただきたい。 
それから、労働の問題であるが、旧労働省の法律をつくるときには、労働側、使用者側、学者

という三者構成の審議会で通らないといけなかったが、いつも対立が起き、その中で学者先生方
に仲を取り持ってもらい決まってきた。こういう経緯があり、例えば派遣業なりについても、な
かなか思い切ったことができなかったのが事実である。ただし、すべてが審議会を通すという必
要はないのではないかと言っている。 

（塩川議員）医療のミニマムを見直したらどうか。無限に伸びているから。給付と負担の関係を見る
場合、一番大事なのはミニマム。 

（小泉議長）月 1,000 万医療費がかかっている時代。 
（塩川議員）この基準ということにしないと給付と負担の関係が出てこない。 
（坂口議員）社会保障費の伸びが抑えられているのでその中でやる以外ない。 
（奥田議員）失業率が５％で非常な危機感を持っている。対策として、失業給付や職業訓練の問題と

言われているが相当な時間がかかる。それまでのつなぎとして、公的雇用、例えば、教員や警官
をもっと増やしていいのではないか。日本は公的な雇用は少ないのではないか。 

（竹中議員）保険給付対象外の失業者の問題と関連している。 
（小泉議長）関連するが、補助教員、補助警官でもいい。５万人だってパートでもいいし、１週間の

うち２回か３回でもいい。１日のうち４、５時間でもいい。そういう自治意識というか、ボラン
ティア精神を活用しないと、何でも 24時間正式だったら大変。 

（坂口議員）公的なものを増やしていくというのは、財政を伴うのでなかなか難しい。一時的なもの
というなら話もわかるが、ずっと国家公務員を増やしていくというのはできない。例えば、医療
で人を増やすということは、医療の負担増で跳ね返ってくる。混合診療としてある部分を保険外
でやるところを認めれば、医療全体のスケールが大きくなる。例えば保育だったら保育ヘルパー
みたいなものはないか、全体の総枠で財源を多くしないで、いかにして、民間レベルの雇用が拡
大をするかが一番大事。 
竹中議員の御指摘だが、自営業及びその家族の数が月々二、三十万ずつ減っており間もなく

1,000 万を割り込む。全体の労働力人口が減っている。今後の全体の雇用問題を考えるときに、
自営業がどう成り立つかという対策を考えていかないといけない。ここは、どちらかというと
我々の中でも弱いところ 

（奥田議員）関連して、中国の話をしたい。この二、三年の間に中国は非常に質的に充実し、今後ま
すます大きな地位を占めるだろう。中国の力をぜひ再認識していただきたい。 

 
（竹中議員）平沼議員のご説明について。 
（柳沢議員）先ほど平沼議員から新しい企業を３年間、又は５年間でこれだけつくりたいという目標

の設定もあったが、どう見ても無理だと思うのは、インキュベーターは工場のスペースを貸すだ
け。現実にアイディアを持ったり技術を持ったりした人が、そこに入って研究費、材料費、電気
料等をどうやって調達するのか。起業をすることになると、技術の開発をしながらマーケットも
見ていかなければいけない。また、どうやって研究開発期間の生活を成り立たせていくのか。     
一昔前のイスラエルのインキュベーターが念頭にあるが、この場合には、そういう生活費だとか
研究費まで丸ごと見る。その代わり評価が非常に厳しい。こういうことを考えると新しい企業が
たくさん出てくる。 

（平沼議員）新規産業を興すのに、日本では、非常に厳しい条件がついていた。例えば、国民金融公
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庫から新規事業に立ち上げる資金を貸す場合には、その職種で６年の経験がなければいけない。
さらに、指導員の指導を６か月以上受けて、初めて企業資金を貸す。創業しようとしている人た
ちは資金を持っていない人たちが多く、保証人もなかなかなってくれない。経済産業省としては、
土地の担保ではなく、経営計画書に着目して、これから業を興そうと思っている人たちに弾みを
つけるような施策をしたい。120 万を超える人たちが、とにかく業を興そうという意欲を持って
いる。着手する人が 60 万人で、実際には 18 万しか残っていない。そういったところから始めて
いって、だんだんに力づけていきたい。 

（片山議員）将来性や可能性をきちんと審査して、思い切って融資その他の支援を行う仕組みをつく
ったらいい。目に見えない可能性や将来性をうまく審査するような仕組みがあって、それを応援
したら大分違ってくると思う。 

（平沼議員）いわゆる地域の産業クラスターという形で例を出したが、地方自治体の機関と我々の経
済産業局が協力をして、19地点の 3,000 社で非常に盛り上がってきた。地方自治体と我々が審査
をきちっとする。そういうシステムをつくって今やっている。日本の場合には、１回失敗した人
たちには、レッテルを張って貸さない。しかし、その内容がよければ、経験に着目をして、発想
の転換を経済産業省としては一生懸命やっている。 

（牛尾議員）昔は銀行が担保資産がない経営者に貸すときには、工場財団というものをつくって担保
価値のない工場設備に対して貸した。４つの審査項目のうち、１つは経営者という欄があり、経
営者を見て貸した。銀行も育てる気持ちがあった。一方、創業も結構だが、廃業が多い。日本は
中小企業や零細企業の経営者には全部個人保証をさせる。いったん個人保証すると、売掛金から
何から何まで、つぶれたら根こそぎ持っていかれるので、ずたずたになって倒れる。大きな会社
は全然追及されないが、中小企業とか零細企業に関しては最後まで追及される。友人を保証する
と、山一つ失うぐらいに無限責任になる場合もある。普通このようなものは有限責任で、保証し
た額だけの責任にすればいいのに、日本は慣習的に、中小企業の場合、個人企業の場合はとこと
ん責任を持たせられる場合が多い。そのような制度を禁じた方がいい。住宅金融についても住む
人ではなく家屋という物件に貸すべきで、日本の銀行の個人を追っかける習慣を制度的に断ち切
らないといけない。 

（平沼大臣）政府系金融機関が今の金融機関ができないところを一所懸命やっているわけだが、公益
法人、特殊法人等の問題がある。 

（本間議員）平沼イニシアティブはすばらしいが、反市場、反グローバル的な部分がちらちらと見え
る。論理的な一貫性のなさに対して、経済活性化の観点で言えば、マイナスの側面もあり得るの
ではないか。例えば、中小企業とベンチャー的な無から立ち上げる部分というところのイコール
フッティングが確保されているかどうか、事業継承税制の要求等も含めて、既存のいわばイグジ
ットをさせないような部分がある。外形課税の問題も、儲かるところを優遇するという市場化の
流れからするとどうか。ぜひ霞が関のフロントランナーとして、経済活性化の部分のところでき
ちんと提案をして各役所に対しても範を示して欲しい。陰に隠れた部分のところを、中国との関
係における規制的な問題も含めてぜひ御検討いただきたい。 

（平沼議員）事業承継税制に関しては、少しずつ改善されてきている。中国とのセーフガードについ
ては、ＷＴＯのルールにのっとって、整合性をとってやっているが、自由貿易の恩恵を一番受け
ている日本としては、ルールにのっとりながら、節度ある形でやっていかなければいけない。 

（塩川議員）小泉内閣が発足してもう４か月。どういうスケジュールで、どういう改革をやるのか、
はっきりしないといけない。特に９月に入って、いろいろな経済指標が出てきたときに構造改革
はこれをやるということを用意しないと、まごついてしまう。 
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（竹中議員）まさに今やっている工程表のこと。 
（塩川議員）行政のベースに乗せるものは、これとこれだということを見せないと国民が承知しない。 
 
（竹中議員）尾身臨時議員のご説明について。 
（牛尾議員）科学技術の研究を遂行するこれまでの仕組みに、どこまで構造改革をするか。各省で分

かれている評価や割り振りの仕方とか、優先順位のつけ方をどう決めていくか。メリハリの利い
た評価をどうやってするか。 

（尾身臨時議員）重点４分野で調整していきたい。 
（牛尾議員）中身ではなくて仕組みの方で優れた評価とメリハリの利いた選択を実現して欲しい。 
（尾身臨時議員）まず予算のつけ方についての基本的な基準を決めた。重点４分野という考え方はき

ちっと貫き通すような調整をしていきたい。具体的な研究開発のやり方について、本当に有効な
使い方ができるかどうか、総合科学技術会議で整理をした上でしっかりしたものをつくっていき
たい。 

（片山議員）地方の科学技術の振興で雇用創出をやるのは大変結構。コンペ方式などで、良い案から
補助していくようにして欲しい。 

（尾身臨時議員）まさにそのように考えている。予算はとってもちゃんとした工夫とプログラムがで
きていないのは使えないということにしたい。 

（片山議員）一律もだめ。 
（小泉議長）具体化で、分かりやすいことが大事。例えば、公用車は全部低公害車に切りかえる。保

育所、待機児童ゼロ作戦、３年で15万人増やす。補助教員、５万人増やす。こういう分かりやす
いものを出して欲しい。 

（塩川議員）確かに理念ばかり言ったって分からない。 
（小泉議長）国民が分かりやすいものをやって欲しい。民営化を打ち出したけど、ああいうわかりや

すいのを。補助金も一括、地方交付税を含めて地方分権と。 
 
（竹中議員）柳澤臨時議員のご説明について。 
（速水議員）日本の金融システムが内外から非常に厳しい目で見られているときに、構造問題につい

て大胆にやっておられることは非常に高く評価をする。構造問題は金融では３つ。①不良貸し出
しをどうやって早く整理していくか。②証券市場の活性化をどうやっていくか。③日本で非常に
多い公的金融をどう減らしてもっと民間が伸びるように早くやれるか。第１の点は、不良債権の
処理がかなり進んでいるのはいいことだが、不良債権の予備軍が随分あるから、それをいい方向
へリードし、必要なら引当金を積ませる方向がいい。証券の問題については、日本がおかしいの
は、銀行が株をたくさん持っていること。これを自己資本まで落としていくというのは早くやっ
た方がいい。また、普通の企業でも株を持ち合っている。したがって、早く自社株の買取りや、
あるいは税制などで個人がもっと投資できるような環境整備などが必要。３つ目の公的金融の問
題は、企業及び個人の借入が約 750 兆円ある中で、150 兆円ぐらいが公的金融機関の貸出という
のは大き過ぎるし、何とかこれを減らして民間がもっと貸せるようにしていく必要がある。 

（本間議員）「骨太の方針」の中で、第１段階に不良債権の集中調整期間を設けたというイメージと、
ここで御検討されている姿・形のギャップを国民は感じるのではないか。問題は今の制約された
資金の流れが、日本の活性化、構造改革にとって、しこりとなって前に向かないということ。株
式市場の流動化の問題もその一端だが、もし公的なコミットを強めることによって、スピードア
ップができるのなら、より強いメッセージというものを小泉構造改革の中で実現できたというこ
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とになる。今の政策のスタンスは実務的過ぎるのではないか、あるいは政策的な部分の意思が弱
いのではないか。 

（柳澤臨時議員）シミュレーションでは、ある区分にある不良債権が、遷移確率で悪い方にも行った
り、良い方にも行ったりするが、今かなり状況が悪い。実際問題として、２、３年でやるという
こともシミュレーションだし、要管理先の中で構造調整の業種については 100 ％破綻懸念先にな
るという前提で作ってある。100 ％そんなことはあり得ないが、構造不況業種は 100 ％全部破綻
懸念先になるとの前提で、試算している。今、いっぺんに来年実現するというようなことを考え
たときに、手法としてどういうものがあるか。客観的に要管理先のものを破綻させるということ
は適切ではない。具体的に何を仰っているか分からない。 

（吉川議員）計算の根拠をプロ向けに公表された方がいい。 
（竹中議員）先ほど、財務大臣が言われたことは、私たちが悩んでいるところ。各大臣はイニシアテ

ィブを発揮して頂きたい。目玉について、一工夫、二工夫もしてもらいたい。国民に分かりやす
い、アピーリングなものが必ず出てくるのではないか。今日、各大臣の御意見が外に出るので、
評価や批判も当然出てくると思う。工程表の最終取りまとめで遅れている省庁もあるので、二、
三週間待たなければいけない部分がある。とにかく目玉として何か伝わるものに何とかしなけれ
ばいけない。政策はどうしても細かくなりやすいので、簡素化する。さらに、もっと早くできな
いかということ。引き続き御協力をお願いしたい。 

（塩川議員）なるべく早く、「骨太の方針」に基づいて、こういうことをやりますということを出す
必要がある。 

（牛尾議員）経営判断的にはそのとおりだが、できるでしょうか。 
（片山議員）これは概算要求の構造改革要求につながっているので、これは、これでやればいい。目

玉を何にするか、別途に用意した方がいい。 
（塩川議員）それがこの会議の目的。会議の目的は概算要求の話ではない。 
（牛尾議員）各大臣からそういうものを出してもらう日を設定してはどうか。 
（竹中議員）大臣が判断してあと１週間ぐらいでまとめることができるならばベスト。 
（平沼議員）各省庁１つずつ出せいうことか。 
（竹中議員）はい。 
（平沼議員）まだ、半分の大臣しかいっていない。 
（竹中議員）これは来週には一通り終わるので、その時点で出していただけるのであるならば、それ

をすぐにまとめるということはできる。 
（小泉議長）いかに分かりやすく国民に説明するか。痛みや批判に今度は我々が耐える番だから。し

かし、揺らいじゃいけない。「構造改革なくして成長なし」、この基本線はがっちりと守ってい
かなければと思っているので、よろしくお願いしたい。注意しなければならないのは、重点７分
野は増やしてくるから、各省増やす方を削って、本来削らなければいけないところを削らない傾
向があるから、大臣は良く注意して欲しい。財務省も注意して欲しい。そうでないとメリハリが
つかない。 

（竹中議員）今の御意見を参考にして、ちょっと進め方を含めて、改めて御相談をさせていただく。 
（以  上） 


