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第 20 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 9 月 21 日(金) 16:32～17:30 
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 
 

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1)改革工程表の取りまとめ及び改革先行プログラムの中間取りまとめについて 
(2)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
資料 1 第 18 回経済財政諮問会議議事要旨 
資料 2 改革工程表（案） 
資料 3 改革先行プログラム中間取りまとめ（案） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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た後、第 18 回諮問会議議事
録が諮られた。 
 
○改革工程表の取りまとめ及び改革先行プログラムの中間取りまとめについて 
 
（竹中議員）それではまず、河出内閣府審議官より説明させる。 
（河出内閣府審議官）資料２について。今回の改革工程表は 6 月 26 日に閣議決定した、

いわゆる骨太方針を具体化し、更に改革を加速化するためのもの。前回出された民間
有識者議員の御意見をもとに、関係省庁と相談の上とりまとめた。 

    目次の後にある「改革工程表のポイント」は、いわゆる骨太の方針の７つプログラ
ムに沿って、具体的な工程表の主なポイントをまとめたもの。 

    まず、「民営化・規制改革プログラム」関連では、①規制改革の推進については、
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規制改革会議の重点６分野に関する中間とりまとめの内容を最大限早期実現。内容は
先行プログラムで説明する。②特殊法人等の見直しでは、最初の○で、全ての特殊法
人等を対象とする「特殊法人等整理合理化計画」を年内に策定、閣議決定。とりわけ
道路４公団、都市基盤整備公団、住宅金融公庫、石油公団の廃止、民営化等について
は、他法人に先駆け結論、年内に閣議決定。14 年３月までに措置。 

    次に、「チャレンジャー支援プログラム」関連。①起業や中小企業の経営革新促進
については、２つ目の○で、中小企業保有の売掛金債権を担保とする民間金融機関か
らの融資拡大のため、信用保証協会の保証制度新設等を内容とする中小企業信用保険
法等の改正案を臨時国会に提出。臨時国会で措置。②不良債権問題の抜本的解決につ
いては、先行プログラムの方で説明する。③証券市場の構造改革では、(2)で、証券
税制について早急に対応。臨時国会で措置。④司法制度制度改革・法改正の促進では、
最初の○に、司法制度改革推進本部（仮称）を年内に発足、推進計画を決定・公表。
３年以内の所用措置のための検討を開始。14 年３月までの措置。 

    ３番目が「保険機能強化プログラム」関連。①社会保障制度改革の推進では、最初
の○に、「社会保障個人会計（仮称）」類似の制度等の調査を行い、e－government
のフロントランナーとして導入の具体化。14 年３月までの措置。②医療制度改革の
推進では、基本方針で示した「医療サービス効率化プログラム（仮称）」を具体化し、
その内容が盛り込まれる厚生労働省案を策定。これは次回の諮問会議で議論したい。
④介護では、ケアハウスについて設置主体を民間企業等に拡大、ＰＦＩ等を活用した
公設民営型による整備を促進。これも臨時国会に措置。 

    ４番目が「知的資産倍増プログラム」関連。①人材活性化では、最初の○の欄に、
初等中等教育の一層の活性化など、教育の構造改革の柱である「21 世紀教育新生プ
ラン」を、「学校いきいきプラン」の促進等により、一層推進。14 年度予算で措置。
④国際競争力のある大学形成では、最初の○に、国立大学の早期法人化のため、非公
務員型の選択や、経営責任の明確化、民間的経営手法の導入など、平成 13 年度中に
国立大学改革の方向性を決定。14 年３月までの措置。 

    ５番目が「生活維新プログラム」関連。①雇用対策の推進は、後の先行プログラム
で説明する。④住宅ストックの拡充、安全な都市づくりでは、最初の○で、中古住宅
流通市場育成のため、中古住宅の性能表示のあり型について検討の上、性能表示基準
及び評価方法基準を変更し、制度化。14 年度中に措置。 

    ６番目が「地方自立・活性化プログラム」関連。①地方自立・活性化では、最初の
○で、団体規模等に応じた仕事等の仕組みにつき、第 27 次地方制度調査会で実現を
目指し検討。14 年３月までの措置。 

    ７番目が「財政改革プログラム」関連。②公共投資改革等の推進では、最初の○で、
各種長期計画のあり方につき、必要性を含め総合的に検討。漁港漁場整備長期計画に
ついては年内に基本的な結論。14 年３月までの措置。次の○では、道路等の特定財
源について、平成 14 年度予算編成過程等を通じ見直し。来年度予算で措置。最後二
つの○では、入札関連として、電子入札を直轄事業に関し、一年前倒しして平成 15
年度中に全面導入。また、不良不適格業者の排除等の観点に配慮しつつ、指名競争入
札を見直すとともに、一般競争入札の拡大に努める。14 年３月までの措置。③政策
プロセスの改革では、２番目の○で、中期的な経済財政計画を策定。これは 14 年３
月までの措置欄に入れているが、年内を目途に策定したい。 

    ９ページ以降の具体的な工程表については省略する。 
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    資料３について。これは、改革の「先行プログラム」で「中間とりまとめ案」。今
後補正予算の編成作業を行い、来月の中下旬に最終的なプログラム案をまとめたい。 

    前回の諮問会議との主な変更点を中心に説明する。基本的考え方については、まず
P.2 下から５行目の「なお」書きで、アメリカ同時多発テロによる経済的影響もある
ので、「構造改革を進める中で、経済情勢によっては大胆かつ柔軟な経済運営を行う
こととする」という文言を入れている。 

    P.3 からが具体的施策。まず、「1.経済を活性化し、新産業・チャレンジャー、雇
用を生み出す制度改革・環境整備」。タイトルに「経済を活性化し」という文言を入
れ、IT 関連の様々な規制改革を具体的に書いている。P.4 では、「②生活者向けサー
ビス分野」。規制改革会議で検討されてきた問題であり、思い切った規制改革を行う。
医療関係については、来週諮問会議でまた議論するので、それを受けて最終とりまと
めの段階で具体化したいが、ロからヘまで、項目だけの前回より、具体的に構造改革
の方向性について記述。 

    P.6 の「(2)証券市場・金融システムの構造改革」関連だが、特に今回大きく変わ
っているのは「②不良債権処理の強化と金融活性化」。これについて、４つの項目で
大幅に改定。最初の項目が「イ  資金供給の円滑化」で、民間･政府系金融機関に対
し、中小企業を含む健全な取引先に対する資金供給の一層の円滑化を要請。 
「ロ  銀行の健全性確保のための迅速かつ厳格な対処」で、今回下から３行目にお

いて、市場の評価に著しい変化が生じている等の債務者に着目した特別検査を主要行
の自己査定期間中に実施することにより、企業業績や市場のシグナルをタイムリーに
反映した適正な債務者区分及び償却・引当を確保。その際、外部監査人との共同作業
により、次期決算期における的確な決算処理を確保。次に、特別検査により、破綻懸
念先に区分されるに至った債務者については、速やかに(i) 私的整理ガイドライン等
による徹底的な債権計画の策定、 (ⅱ)民事再生法等による法的手続による会社再建、
(ⅲ) ＲＣＣ（整理回収機構）などへの債権売却等、のいずれかの措置を講ずること
を求める。 主要行に対し、四半期毎の経営情報開示体制の早期整備を求める。 

    「ハ  ＲＣＣ等による不良債権処理と企業再建」では、まずＲＣＣは、不良再建の
買取りについて、価格決定方式を弾力化の上ということを入れ、15 年度末までに集
中的に実施。ＲＣＣ、預金保険機構は、企業再建に積極的に取り組む。それから、再
建中の所要資金について、政策投資銀行等の融資等の活用を図る。更に、政策投資銀
行、民間投資家、ＲＣＣ等に対し、企業再建ファンドを設立し、参加するように要請。
ファンドは、厳格な再建計画が策定された企業の株式を買い取り、再建計画の実現を
図る。 

    「ニ  オフバランス化にあたっての配慮」では、既に既存分２年、新規分３年とい
う目標があるが、その際 P.9 前段にある３つの項目について、配慮するよう要請。 
  「2.雇用・中小企業に係るセーフティーネットの充実」では、前回かなり内容を出
しているものの、「(1)雇用対策」、特に「①民間活力の活用による職業紹介機能の
充実」では、イで、雇入れ助成対象を民間職業紹介機関による雇入れにも拡大すると
ともに、民間就職支援会社を活用して従業員の再就職支援を行う事業主に対し助成を
行う。「②職業能力開発の拡充」欄では、さらに、企業内外を問わず通用する能力の
開発支援のため、教育訓練給付金度を効果的に活用。なお、大学等で教育を受ける意
欲と能力がある者に対する奨学金を拡充。「③再就職の促進と失業者の生活の安定」
では、建設業の労働移動支援、離職予定者の求職活動等の支援、企業グループ内での
中高齢者者の雇用確保を図る企業の支援など、就職支援特別対策パッケージを実施。
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また、失業者の生活安定のため、雇用保険制度枠外にある自営業者等が失業した場合
の生活資金貸付制度の創設とともに、失業等によって住宅金融公庫のローン返済が困
難となっている者への対策について元金据置期間の延長等の拡充等を行う。 

    「(2)中小企業等対策」では、前回基本的な考え方を出しているが、より具体的に
どういうことをやるかをはっきりし、売掛金債権担保融資に関する信用保証制度の整
備、セーフィテーネット保証・貸付制度の充実、法的な再建途上にある中小企業を対
象としたＤＩＰファイナンスの推進といった具体的な施策を盛り込んでいる。 

    P.12、13 では、「3.構造改革を加速するために特に緊急性の高い施策」として、
(1)から(6)まで概要について解説している。 

 
（竹中議員）それでは自由にご討議を。経済政策問題全般の話であるが、来週の総理ご訪

米も踏まえて、幅広く御議論いただきたい。 
（本間議員）まず、総理の下で新しい政策立案プロセスを作りつつ、短時間の間に精力的

にまとめ上げた関係府省には感謝。 
残された問題については、後で厳しいコメントをさせていただきたい。 

（吉川議員）不良債権の処理の問題と医療保険改革の問題の２点について発言したい。 
    １点目については、今回の工程表は、従来の議論から一歩前進したと評価。しかし、

金融庁、日本銀行、財務省、内閣府、その他、政府と日本銀行が同じ事実認識を持ち、
一体となって政策をさらに進んで早急に進めることが非常に大切。 

    ２点目は、医療保険。「骨太の方針」においては、「『医療サービス効率化プログ
ラム（仮称）』の策定」として、医療サービスの標準化と診療報酬体系の見直しから
始まり、負担の適正化まで７つ挙げてある。これはまず第１に、医療システムを、医
者や病院といった供給する側も含めて、患者が納得できるようなシステムをつくろう
との趣旨。最後に、自己負担、経済力のある高齢者の方も含めて、負担増を求める必
要があるのではという考え方になっている。これに対して、ここ数週間の議論は、自
己負担だけが一人歩きしているような印象を受けている。基本方針でも述べている医
療システム全体の効率化という議論の中で、自己負担の問題も当然議論されていいが、
バランスが必要。医療保険は、もともと助け合い、共助で安心を提供するシステム。
これを持続可能なものに改革する、みんなが安心できるようなシステムをつくるとい
うことが、逆に不安を生んでしまいかねない。もう少し広い形で議論されることが望
ましい。 

（竹中議員）医療費はまだ坂口大臣がとりまとめの途中で、ペンディング。次回は坂口大
臣を招き議論を深めたい。 

（平沼議員）工程表 No.11 の循環型経済社会に関し、地球の脱温暖化へ向けて社会システ
ムをつくることは大事だが、制度設計を誤ると、我が国を支えている製造業が国内で
立ち行かなくなり、空洞化が加速される恐れがある。雇用の喪失にもつながりかねな
い。戦略的な視点で十分な検討を。経済界の方からも懸念の声がある。 

（塩川議員）吉川議員指摘の問題は、14 年度予算の一番の骨だ。抜本的な方策を書いて
もらわなければいかない。少なくとも２、３年持てばという程度のことでない制度改
正を。その前提としては、老人医療の改革において入院したら最初は高く後安くなる
という方式を変える、老人保健の診療水準を落とすということを私個人としては言っ
ている。 
厚生省関係の委員が一生懸命やっているが、知恵があったら貸していただきたい。

これは本当に大変。坂口厚生大臣は、お互い三方一両損の考えが貫けるならば、少々



 

 5

強引なことでもやると言っているので、そういう精神に立ってやっていきたい。知恵
を貸してもらいたい。 

（牛尾議員）焦点は社会福祉、特に当面は医療。基本的に医療システムを合理化して人件
費、薬価全部こめた医療費を下げるという話。部分に入ると、各方面からの抵抗が大
きいので、現在の制度を抜本的に、元からさわらないといけない。 

    構造改革は経済の活性化が基本であり、医療の場合でもできるだけ民営化し、保険
外医療を増やした方がいい。保険外に持っていき、そこで雇用を増やそうと思うと、
ノーという答えが返ってくる。ビジネスをパートタイムや派遣労働で置き変えればコ
ストが下がると提案すると、これはまたノーになる。そのような制度的な制約により、
既得団体化する。島田教授などがやっているケアハウスや保育の提案でも、公設公営
でやっているものには手も足も出せない。財務省が頑張っても動かないくらいなので、
大変に難しい問題。 
  もう一つ、工程表は大変事務方が頑張ってくれて書いているが、問題点が分散化し
やすく、表現も最小限なので分かりづらく、全体像が描けにくい。雇用を拡大し、新
規分野をつくるために規制を変え、制度を改革するというときには、全体の絵があっ
て、国民的な支持をつくらなければいけない。14 年度歳出のカットだけに目が行き
過ぎると、国民がわからなくなる。タウンミーティングを続け、メールを活用し、国
民の間に改革の風を吹かさないと。 
  それから細目だが、IT 戦略については、2005 年開始予定の IP バージョン 6の導入
を１年早めれば、新製品需要は広汎な分野に及ぶ。日本がリードをすることは可能で
あり、考慮に値する。 
  また、資料２の P.16 の IT 部分で、情報システムに関わる政府調達制度の見直しが
ある。政府だけでも 12 年度１兆 1,500 億円、地方で 7,000 億円の情報システムのソ
フトを発注しているが、世間相場からすると単価が高い。関係官庁に相談してみたら、
２、３割は下がるのではという話だ。 

（片山議員）関連で、国民健康保険は恒久的に赤字で、一般会計から 5,300 億円の法定
繰入れの他に 2,000 億円位繰入れ、合わせて 3,200 億円を超える赤字。このままで
は破産するので、国保を所管するのは市町村が嫌だと言い出している。是非そこも念
頭に入れて、医療保険制度を考えていかなければいけない。 

    ケアハウスは民間を入れ、民間が自由にやれるように大幅に規制緩和すればいい。 
  電子政府、電子自治体に関しては、政府は２年後に直轄事業は全部電子入札の予定。
地方は少し遅れている。急ぐから高くつくところがあるので、効率的に安くやるよう
に関係のところにお願いしたい。 

（平沼議員）先行プログラムの中で、総理のご指導の下、不良債権処理の強化と金融の活
性化については、具体的にきちっとしたものができてきたので、評価する。引当てや
厳格な検査もここまでしっかり書かれたので、期待している。 

    特別検査をして破綻懸念先に区分されるに至った債務者に対しては、徹底的な再建
計画の策定が大事。法的手続きによる会社再建とＲＣＣへの債権売却もあわせ、３つ
の選択肢が出てきた。基本的には当事者間において解決を図ることが非常に大切。  
オフバランス化に際しては、再建可能な企業は極力再生の方向で取り組むことが重要。
健全な中小企業が連鎖的に苦況に陥ることが想定されるので、政策に万全を期したい。 
  電子政府は非常に必要だが、電子化する上では、無駄なプロセスを極力効率化する
ことが重要。メインテナンスにも経費がかかるので、申請手続きを簡素化し、ワンス
トップ化、行政内部手続の簡素化も並行して進めていくことが大事。 
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    また、政府部内でのシステム・エンジニアの人材確保により、システム構築の際、
民間企業と詳細に至るまで議論が対等にできるようにする、問題意識を持つべき。 

（速水議員）工程表、先行プログラムに非常に重要なステップが盛り込まれており、大変
結構。引き続きスピード感のある改革の具体化を期待する。中でも不良債権問題が極
めて重要。その解決が図られない限り、日銀の思い切った金融緩和の効果も生きてこ
ない。 

    また、証券投資に比べ預貯金を優遇してきた現在の証券税制の改正を通じて、今ま
での間接金融から直接金融へのシフトを促してほしい。我が国の構造改革を金融市場
面から後押ししていく視点が重要。具体的には、金融資産間での中立な税制、リスク・
キャピタルの供給を阻害しない税制、グローバル・スタンダードにも配慮した税制の
３つを考えていただきたい。 

    前回の会議で民間議員から示された証券税制の考え方を始め、現在議論されている
見直しは、利子所得と株式譲渡益との不均衡を是正する方向に働くものであり、基本
的に妥当。早期実施に向け、精力的な議論を期待。 

    金融システムに関して内外の見方は非常に厳しいものがあり、その背景にある不良
債権問題の早期克服を図っていくためには、やはり不良債権のバランスシートからの
切り離し促進と、金融経済情勢を踏まえた厳正な自己査定、適切な引当の実施、更に
企業の再生への積極的な取り組みといった包括的な対応が不可欠。改革先行プログラ
ムに、ＲＣＣの機能強化とか、要注意先債権に対する引当金の積み増しの徹底といっ
たようなことが盛り込まれたのは有意義。 

    日本銀行としては、各方面における不良債権問題への取り組みが抜本的に進められ
ていく過程で、日本銀行の立場から成し得る貢献をしていきたい。 

（奥田議員）年金制度の改革は、国民として現在非常に不安に思っているところであり、
10 月以降に措置するという表現だが、やはりこれはいつまでにこういうことをやる
と、もう少し力を入れて書いた方がいい。 

（竹中議員）残された課題と認識。本間議員、どうぞ。 
（本間議員）小泉構造改革の果実を、国民に各段階で示すことが重要。今、先行プログラ

ム等を議論しているが、抽象的かつ痛みの部分が表面に出てくる。負担増の部分から
入っていくと、橋本行財政改革の轍を踏むのが心配。いかに本質的な改革につながる
か、負担増だけではなく、行財政の中身、制度を見直しながら、メリットにつながる
ことを具体化するかが問題。その中で国民の参加が非常に重要。現状、医療保険制度
は、まず負担増の部分から入り、医師会、製薬業界、官僚等々でやっている。坂口大
臣は、国民的な視点が非常に薄いのではと問題提起されていると思う。 

    その意味で、社会保障に関する全体的、総合的な国民会議的なものを、今年から来
年度にかけての制度改革で目に見えるようにやらないと、説得的にならない。国民が
消費をしない主たる原因は、この点への不安という部分があるので、国民の参加、イ
ンボルブすることを工夫し、理解を得ながら改革を進め、負担増を求めるというプロ
セス作りに知恵を出さなければならない。 

    もう一つの問題は、税制改革。証券市場、それから、貯蓄優遇から投資優遇的な状
況をつくる、そしてそれを宣言していくことが重要。思い切った改革案をつくって、
国際社会の中にもアナウンスしていくことが重要。 

    意思決定の中で、本来、まず政府の税制調査会が案をつくり、内閣の案を公表し、
その上で党が御意見をつけ、最終的には議会で決定する。アメリカの税制改革では、
財務省案、大統領案、上院・下院案があり、そして最終的に決着。今までのやり方か
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ら、党が主役をされ、党高政低が定着した我が国の場合、このシステムのありようも
含めて、もう一度考え方を整理していく必要がある。 

    第３に、骨太の方針を踏まえて、改革工程表並びに改革先行プログラムにまとめ、
この段階では極めて仕上がりのいい状況になったと思う。実現可能性を各段階で考え
たこともあって、もう少し大掛かりな議論、基本的な議論をしなければならない部分
も積み残しているのでは。今後、経済財政の中長期的な計画をつくる段階で、基本方
針の見直し及び改革工程表の精査、あるいは改革先行プログラムへの入れ込み等とい
う問題を常に見直しながら、フォローアップしていく体制づくりも留意しながら進め
ていく必要。 

（牛尾議員）今回のテロ事件の後、日本の証券市場がかなり強い反応を示し、アメリカも
評価を越えて感謝している。日本の株式相場には、古い証券業界の、「災害に売りな
し」という言葉があり、災害は買いという日本の伝統的な相場観がある。誘導してい
けば、日本としては珍しく活発になってくる。 
株を支える新しい要因は２つあり、１つは金庫株。アメリカは、株が下がった翌日

から、金庫株の制度を緩め、非常に支えになっている。日本では 10 月 1 日から施行
が予定されるものの、具体的な細則が決まっていない。金庫株を売った場合に課税す
るかどうかという事、インサイダーを行いやすい中でインサイダーを排除するための
ルールも決まっていない。細目を緩めたりすることもまた市場対策になる。 

    日本の会社では、200 社ぐらいの会社が、自社株は半値以下と思っている。細則が
決まれば、10 月 1 日からその効果が株式市場に反映すると思う。しかし、この金庫株
が財金分離のせいもあると思うが、何となく放置されている。早急に枠だけでも決め
た方がいい。 
第２番目は、個人の株出動。買いだとみんな思い始めているが、そのきっかけはや

はり証券税制改正。証券税制改正について、１月１日施行で総理から話をされれば、
アナウンス効果は絶大。特に、住宅資金と同様、550 万円までの身内間の贈与特例は
大きなきっかけになる。そうと決まれば、みんな今、安いときに買いたいわけです。
安いときに買い、後で贈与すればいいので、そのような行動のインセンティブになる。
だから、早く決めることが大事。いよいよタイミングが近づいていると思う。 
特に、総理が訪米される前に、この問題を決めることが非常に大事。方向だけでも

決めて、少し話すことは、非常に大事。 
最後に、この工程表の後は大掛かりな作業をしないといけない。それは、社会福祉

問題、トータルで税制を巡る国と民間との関係の問題。民でできることは民でやると
いう総理の方針に対して、みんな口では言うが、結果は本当にほとんど変わっていな
い。やはり大掛かりに民でできるものは民に移さないと小さな政府にならない。収入
が 50 兆円しかないのに 80 兆円の予算を組んで、なおかつ削減は問題だという発想が
間違い。50 兆円の収入があったら 50 兆円の政府という当たり前の企業経営の原点に
返るには、大掛かりな作業しかない。実践に入るともう５センチ動かすだけでも大変
な作業だが、やはり、この会議で常に決意を表明していないといけない。アメリカも
そこを一番期待している。 
日本は今、経済面では恐らく世界の中で一番明るい顔をしており、期待されている

ので、今度の総理の訪米は経済的には激励する立場であり、決意を述べることは非常
に大事。 

（塩川議員）証券税制については、どのように発表するかという段階。政府税調は、申告
分離課税の一本化でまとまっている。中身で党から注文があるがもう大差はない。与
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党も１日か５日にまとめてくれると思う。だから、総理がアメリカで臨時国会では必
ず処理すると言ってもらっても大丈夫。 

（牛尾議員）金庫株は誰がするのか。 
（塩川議員）金庫株は、経団連がまとまったらそれでいい。 
（牛尾議員）金庫株の細目を早急に決めなければならない。日本人は警戒深いので、何も

決まらないと 10 月 1 日には買わない。 
（塩川議員）そうだ。新しい資金を導入しないと、個人投資だけ待っても進まない。 
（本間議員）税制改革については、証券税制の当面の問題があるが、金融所得全体とか、

税の抜本的な見直しについても、21 世紀型にしていくためにはもう一度議論しなけ
ればならない。 

（塩川議員）政府税調も抜本改正を検討すると言っている。森内閣に出したものはある。 
（本間議員）総理に就任されてからまだなされていないので、総理から政府税調に諮問を

出していただくのはどうか。諮問を出し、時限を切ってここまで一度言及しろという
ような形で加速していただけたら。 

（塩川議員）そうですね。 
（牛尾議員）あとドル安問題も大事なポイント。今ややドル安の方に振れ始めているので、

財務省の方で思い切った、相当な金額を投入しないとこの流れは崩れないと思う。 
（塩川議員）もう４回やっている。 
（牛尾議員）円高が景気の足を本当に引っ張ってしまう。 
（塩川議員）なかなか上の雲が重くて、突き抜けない。その代わり下にも下がらない。 
（平沼議員）これは書きにくいかもしれないが、工程表の、不良債権処理の強化と金融の

活性化に関して、国民の目では経営責任の視点も重要であり、留意が必要。 
（竹中議員）貴重な意見をありがとうございました。それでは、本議題について、経済財

政諮問会議として了承いたしたいと思うが、よろしいでしょうか。                            
（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員）それでは、原案のとおり経済財政諮問会議として了承する。なお、改革工程
表については閣議において私から報告する。また、次回 26 日の諮問会議においては、
構造改革特別要求とともに、今日話題になりました医療制度改革等に関して審議を行
うことを予定。 

（小泉議長）今日は「改革工程表」のとりまとめと「改革先行プログラム」の中間とりま
とめにつき、皆様方の了承をいただいた。これは、骨太の方針に基づいて、具体的な
施策と実施の時期を明示したもので、今後、更に御議論をいただくが、いかに国民の
協力を得ながら、この方針を実施していくかということが重要。 
この短期間に精力的に皆さんに御努力をいただいたお陰で、かなり具体的、大胆な

施策が盛り込まれた。言うことはたやすいけれども、実際できっこない、そんなこと
やったって抵抗勢力、反対勢力にぶち壊されると思っていたものがたくさん盛り込ま
れている。現実には、皆さんの協力があったからこそ、抵抗勢力、反対勢力をぶち壊
してきたのがこの経済財政諮問会議である。 

    規制改革にしても民営化にしても、あるいは不良債権処理も雇用対策も、ほとんど
盛り込まれている。この機運を更に盛り上げて、今までできっこないと言っていた人
たちも、今は抵抗勢力が協力勢力に変わろうとしている。実際に特殊法人改革におい
ても、今後自信を持って、国民の協力を得ながら、この方針のとおりに実行していき
たいと思うので、今後ともよろしく御指導、御協力をお願いしたい。ありがとうござ
いました。 

（竹中議員）ありがとうございました。 


