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第 30 回経済財政諮問会議議事要旨 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2001 年 11 月 27 日(火) 17:30～18:32 
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)予算編成の基本方針について 
(2)中期経済財政計画（仮称）について 
(3)その他 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○ 平成 14 年度予算編成の基本方針（案） 
○ 予算編成の基本方針の策定にあたっての留意すべき事項 

（有識者議員提出資料） 
○ 平成 14 年度予算編成の基本方針の策定に当たって（医療） 

（有識者議員提出資料） 
○ 構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿（仮称）－概要（案）－ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介が行われた。 
 
○予算編成の基本方針及び中期経済財政計画（構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿
（仮称））について 
（竹中議員） 予算編成の基本方針について、その要点を事務局から説明させる。 
（河出内閣府審議官）  基本方針は、３本の大きな柱からなっている。 

Ⅰは、「日本経済の再生に向けた構造改革の推進」。我が国経済について、平成 14
年度も引き続き厳しいが、回復に向けて動き出すことが期待される。具体的な経済成
長率等は、年末の「経済見通しと経済運営の基本的態度」で示す。次に「財政事情」。
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平成 13 年度末の国と地方を合わせた長期債務残高は、約 666 兆円にも達する危機的
状況で、財政構造改革に着実に取り組む必要性を指摘。「日本経済の再生に向けて」
では、我が国経済は厳しい状況だが、構造改革以外に再生を図る道はない。平成 14
年度は、中期経済財政計画の初年度として、経済再生に向けたスタートと位置付けら
れるとしている。 
Ⅱは、「平成 14 年度予算の基本的な考え方」。平成14 年度予算は、財政構造改革の

第一歩として、「国債発行額 30 兆円以下」との目標の下に、歳出構造を抜本的に見直
すこと。「５兆円を削減する一方で重点分野に２兆円を再配分する」との理念を踏ま
え、予算配分を大胆にシフトし、経済構造の転換を促進することなど。「行政改革」
では、国家公務員の定員でも、メリハリある配置を実現し、全体として国家公務員数
の一層の純減を確保する。特殊法人向けの財政支出は、１兆円を目標に大胆な削減を
図るとしている。「税制改正等」では、租税特別措置の大幅な整理・合理化などのほ
か、連結納税制度も、所要の財源措置を講じ、平成 14 年創設を目指し、検討を進め
るとしている。 

    Ⅲの「歳出の見直しと構造改革の推進」では、10 項目を掲げている。最初に、骨
太の方針に掲げられた政策効果が顕著な重点７分野、「循環型経済社会の構築など環
境問題への対応」「少子・高齢化への対応」「地方の個性ある活性化・まちづくり」「都
市の再生」「科学技術の振興」「人材育成、教育」「世界再先端のＩＴ国家の実現」に
ついて記述。「８.社会資本整備」では、公共投資関係費の前年度当初予算比 10％の
削減、特定財源の見直しでは、自動車重量税を一般財源として活用することなどを含
め、そのあり方を見直す。公共投資の重点化では、上水道、工業用水など、関連する
分野の重点化の方向性を記述。公共事業の効率性・透明性の向上などに向けた施策で
は、施策を整理している。「９.社会保障制度」では、医療制度改革は、現在、政府・
与党社会保障改革協議会で議論されており、その取りまとめの内容や、民間議員から
の緊急提言なども踏まえ、次回の諮問会議では具体的に記述したいと思っており、現
在は空欄。年金の物価スライドも所要の記述をしている。最後に「10.地方財政」で
は、地方財政計画の歳出の見直しについては、国の財政健全化と歩調を合わせつつ、
地方財政計画の歳出について徹底的な見直しを行い、所要の地方財政措置を講じるこ
とや、「国庫補助負担金・地方交付税の見直し」などを記述している。 

（竹中議員） 一体として議論するので、中期経済財政計画について事務局から説明する。 
（坂政策統括官）  表題の「仮称」だが、こうした表題が適当か。 

「はじめに」では、計画で明確な将来展望を示し、国民の理解と強い支持を得て、
構造改革を強力に推進することを冒頭で述べている。 
「１ 日本の経済社会についての現状認識」では、90 年代の日本の脆弱な経済構

造で、構造改革を進めない場合の問題点、リスクを記述し、「限定的な社会活動」、「公
的部門の非効率性」にも触れている。 
「２ 中期的な経済社会の姿」では、構造改革を中心とする経済財政政策を推進す

ることで、中期的には民需主導の着実な成長を実現し、財政や社会保障制度を持続可
能なものに近づけ得ることを示している。先般議論したモデルも参考にしている。財
政面では、財政構造改革を推進することで、簡素で効率的な政府を実現し、計画期間
中の政府の大きさは、現在の水準を上回らない程度とすることを目指す。計画期間後
も、同程度の財政収支改善努力が続けられ、民需主導の着実な経済成長が継続すれば、
2010 年代の初頭には、プライマリーバランスの黒字化が見込まれるとしている。改
革の目的は、国民がこの国に生きることに誇りを持ち、世界の人々にも魅力ある国づ
くりを進めることにもあるとしている。「新たな成長のエンジン」やＩＴ革命にも触
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れ、「人を何より重視する経済社会」、「経済成長や付加価値の源泉は人である」など
キーになる考え方も記述している。 
「３ 構造改革を中心とする経済財政政策のあり方」以下は、具体的な政策の話で、

不良債権問題の解決とデフレ阻止、活力ある経済社会を目指した規制改革、制度改革、
21 世紀の政府のあり方、社会資本整備のあり方、維持可能な社会保障制度、地方行
財政制度の改革、経済運営との整合性などを、それぞれ掲げている。特に「21 世紀
の政府のあり方」では、主要分野の歳出抑制の基本方針を述べ、「高齢化の進展によ
り、社会保障の面からは歳出増大圧力が高まるが、各分野における構造改革により、
国と地方の歳出を削減する」と記述している。公共投資は、様々なＰＦＩ等の活用も
進め、ＧＤＰ比を最終年度には、４分の３程度を目途に引き下げるとしている。 

    参考資料には数値編を付けることを考えている。 
（竹中議員） 牛尾議員からご説明願いたい。 
（牛尾議員）  （「予算編成の基本方針の作成にあたって留意すべき事項」について説明） 

「１．新たな政策決定のプロセスの下での予算編成」では、新たな政策決定枠組み
の下で編成される本格的予算であり、「改革断行予算」に仕上げねばならない。 
「２．小泉総理の改革ビジョンの確実な実現」では、小泉改革では「国債発行額

30 兆円以下」「５兆円削減して２兆円を再配分する」「抜本的な医療制度改革の実現」
「特殊法人等に対する財政支出の１兆円削減」「国と地方の税財政制度の見直し」等
が挙げられており、国民の目に見える形で実行されるかどうかが非常に重要である。 
「３．経済活性化に資する財政支出改革」では、「５兆円を削減して２兆円再配分」

について、重点７分野、７つの改革プログラムとの整合性が非常に問題であり、総合
科学技術会議などを活用しながら、省庁横断型の予算編成がどこまで実行されている
か。２次補正に関連して、先般の４議員提案の、従来の内容を排除して、民間投資を
創出し、就業機会を増大する「改革推進公共投資」の位置付けなどを指摘している。 
「４．構造改革のための総合戦略パッケージ」では、「改革なくして成長なし」と

の認識の下、平成 14 年度は、予算のみならず、不良債権処理、雇用創出プログラム、
税制、規制改革、特殊法人等改革などについて、整合性を確保した上で、政策手段を
フルに活用し、その前提としての予算が非常に大事と指摘した。税制も、高齢化社会
の進展という現実を直視し、昨日議論した総理指示に基づき、平成 14 年度の予算編
成後に、構造改革に資する望ましい税制の姿について本格的な検討を開始することが
必要。その成果を平成 15 年度予算に反映するよう、総理からの指示を受け、経済財
政諮問会議と政府税調の協力の下で、できるだけ早くに審議を進め、終了しなければ
ならない、としている。 
「５．経済と財政の整合的な運営」では、中期経済財政計画と短期の各年度予算が

適切にリンクをして、各年の計画のローリング作業と各年の予算編成作業が相互にフ
ィードバックするような手法を確立すべきと指摘。 
「６．国と地方の政府間関係の見直し」では、国・地方を通じて効率的で真に役立

つ予算とすることが非常に重要な課題である。構造改革には、社会保障制度などの制
度的な仕組みのチェックも重要。「望ましい予算の編成」「適切な予算の執行・配分」
「政策効果の点検」という流れの中で、財政資金の効率化が非常に大事だという意味
では、国と地方の問題は、具体的検討を更に深める必要があると問題提起している。 

（竹中議員） ブランクになっている医療制度について、奥田議員から発言をお願いした
い。 

（奥田議員）  医療制度については、まだブランクになっており、正直言って焦っている。
医療制度改革は、小泉内閣の構造改革の中でも重要な課題であり、我々民間議員の考
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え方を「平成 14 年度予算編成の基本方針の策定に当たって（医療）」にまとめた。 
    良質で効率的な医療を持続的に提供するには、総理の指摘のように、全ての関係者

が三方一両損として、痛みを分かち合うことが不可避である。国民に対して、患者自
己負担増や保険料引上げなどの痛みを求める以上、実効性のある医療費全体の総額管
理制の導入、診療報酬の相当程度のマイナス改定、こういう痛みを分かち合うことが
不可欠。政府においても、医療サービス効率化プログラムの早期かつ計画的な実施、
改革の進捗状況の諮問会議でのフォローに取り組む必要がある。 

    高齢者医療制度については、各界から、拠出金廃止を含め抜本改革の要望が多数出
されており、引き続き具体的な検討を進め、財源のあり方を含め真の改革に向けた検
討スケジュールを明確にし、早期に結論を得る必要がある。 

    今週の政府・与党社会保障改革協議会では、改革を先送りすることなく、国民が納
得できる明確な方向性が示されるよう、総理のリーダーシップの下で決めて欲しい。 

（平沼議員）  経済の先行きは、大変厳しい。財政制約が厳しい中での支出は、選択と集
中を如何にメリハリを利かすか。そして、経済の活性化を引き出す。これが結果的に
財政健全化に寄与し、名目成長率の安定成長は歳入増加をもたらし、財政支出を好転
させる。選択と集中に力点を置いて、効率良くやることが肝要だ。 

（竹中議員） そういう精神で、ということか。 
（平沼議員）  そのとおり。それから、ハードからソフトへの政策手段の転換が、骨太の

方針の第２章、硬直性の打破にある。14 年度予算編成に反映されることが必要。足
元の経済状況からは、やはりハードからむしろソフトなものに留意し、編成すべき。 

（竹中議員） １点。少し御議論いただきたいのは中期経済財政計画。６ページのプライ
マリーバランスをどう扱うか。上の３つのポツを読み上げて欲しい。（事務局が読み
上げ。）政府のスタンスとして議論を呼ぶところであり、コメントをいただきたい。 

（塩川議員）  まず、中期経済財政計画の名称は、こんな長いものではなく、「構造改革
の中期展望」ではどうか。 
プライマリーバランスは結構。2010 年頃そうなると、国会でも答弁している。５

年や６年ではいかない。 
    「道すじ」で確認しておきたいが、政府として実現に努めるべき目標と書いている。

目標であって、計画ではないね。また、民間部門に関する数値計画は、一定の政策を
前提とした将来展望ということでよろしいか。計画と言われたらとてもしんどい。15
年度でも、税収が 14 年度でどんと落ち込むので、もっと落ちるかもしれない。 
10 ページの公共事業で、「計画期間中、公共投資については、ＧＤＰ比を最終年度

には現在の５％強からその３／４程度を目途に引き下げる」とあるのは、４分の１削
るということと思うが、積算の基礎はどうなっているか。結局、2006 年には 3.7 ％
ぐらいにするということか。 

（竹中議員） 何故こうなるか、きちっと説明したい。 
（坂政策統括官）  10 ページの数字は、骨太の方針に示されている欧米先進国の水準、

ＧＤＰ比も参考にしながら中期的には下げるということを踏まえたもの。 
（塩川議員）  10 年で欧米並みだね。 
（坂政策統括官）  そのように具体的ではなく、下げていくと書いてある。 
（塩川議員）  そこは具体的に言っている。公共事業を急激に減らすのは、景気に影響が

あるから、10 年で欧米並みと申し上げた。欧米並みとは、２～３％ということ。2006
年に 3.7％にするなら、相当のスピードで削らねばならないのか。 

（坂政策統括官）  経済成長率が仮に２％ぐらいとして、ＧＤＰの分母にも関係するが、
来年は 10％ダウン、その後は４年間平均的に大体３％ぐらい削減。４分の３程度と
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は、３分の２から５分の４の間で、幅を持った表現。中間が４分の３で、３％ぐらい
ずつ毎年減らすということは、欧米先進国にそのまま近づけるよりは、ややマイルド。 

（塩川議員）  2006 年では上回っているね。10 年で欧米並みの２％台だと。 
（坂政策統括官）  2006 年度の先の方は言っていない。 
（塩川議員）  それから、14 年度予算編成での一番の問題は、国債発行 30 兆円で行くの

かどうか。この方針はきちんとすべき。小泉政権全体の姿勢の問題とも絡むだけでな
く、財務省としても仕事が非常に難しい。国債発行額 30 兆円以下との目標の下、改
革断行型予算であるという位置付けで良いか。 

（牛尾議員）  民間議員資料にも「国債発行額 30 兆円以下」、「５兆円削減して２兆円再
配分」、こういうことを絶対示さないと駄目だと確認している。また、「抜本的な医療
制度改革の実現」「特殊法人等に対する財政支出の１兆円削減」等も書いている。そ
れだけは実行して欲しい。それでなければ、国民に対して説明がつかない。 

（塩川議員）  それをはっきりしてもらいたい。そこが一番骨だ。 
（竹中議員） まさしく今回の基本方針のコアな部分。恐らく皆さん強くその点は同意し

ておられると思う。 
（塩川議員）  それから、ちょっと辛抱してもらわなければならないが、公共投資の関係

費用を前年度から予算で 10％削減する。この点は、これで間違いないか。 
（牛尾議員）  税収が下がったら、それで済まないかもしれない。 
（塩川議員）  そこはひとつお願いしたい。最後に聞いておいて欲しいが、14 年度の税

収の落込みは、かなりなものが出る。それと、連結納税は 14 年度にやらせる。する
とかなり税収の落込みが出る。付加税の取り方が難しく、作業が遅れてきた。もう一
つは、会社分割法が、従来の税法と全く違う書き方になっているが、これに符合した
連結決算法を作らねばならない。大変だがやる。 
そうすると、税収の落込みが相当出てくるのは事実。そのため、予算が組めないと

言われるが、予算を組もうと思ったら、何も 80 兆円でなくても組める。来年度の当
初予算は、80 兆円を割らぬように努力したいが、80 兆円を割ったら駄目だ、対前年
度マイナスでは駄目だと言われては責任は持てない。ここで改めて、30 兆円の堅持
を確認しておきたい。 

（竹中議員） 私たちもきつい予算になろう、しかし、それでも 30 兆円は守らねばなら
ないという風に思っている。 

（牛尾議員） ２次補正で前もって３兆円とか４兆円が事業費ベースで出るので、その部
分が救済になる。 

（片山議員） 14 年度予算編成の基本方針の２ページⅡの５行目の５兆円を削って２兆
円を増やすことが「理念」というのは、言葉としておかしいのではないか。 

（塩川議員） これは「方針」だ。 
（片山議員） それから、６ページのＩＴ国家の実現で、「ネットワークの形成」の後に

電子政府、電子自治体の実現の言葉を入れてもらいたい。来年度の重点目標である。 
   ７ページの公共事業の「入札制限（地域要件等）」では、「地域要件」を落として、

「過度の入札制限の見直し」とかが良い。官公需で中小企業を使えという法律もある。
制度を直してもらわないと駄目だ。 

   最後に８ページで、国の財政健全化と歩調を合わせつつ、地方財政計画の徹底的な
見直し、抑制とある。国の財政は健全化で、地方の方は徹底的見直しと抑制では、言
葉のバランスが合わない。国の歳出の徹底的見直しと歩調を合わせとか。私が言いた
いのは言葉の問題。地方もやるならば国の方も徹底的に見直すべき。 

   「構造改革の道すじとそれが目指す日本の姿」は、中期展望とかの方が良い。６ペ
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ージのプライマリーバランスのところは、国民負担率の見直しとか何か言葉を入れて
欲しい。プライマリーバランスの確保のためには、国民負担率の問題は避けて通れな
い。国民の納得を得ながら見直すとか、何か記述がないと駄目だろう。 

（塩川議員） 負担率ばかりだから、給付と負担を更に厳しく見直すということだな。 
（片山議員） そういう趣旨のことが必要ではないか。 
   それから、表現の問題だが、10 ページの「21 世紀の政府のあり方」で「民間でで

きることは民間で」、「地方でできることは地方で」を原則には結構だが、その次が「官
民の役割分担」。官民の役割分担はあるが、国と地方の役割分担はどこにも無い。並
べるのなら、官民の役割分担と、国と地方の役割分担があるべき。 

   11 ページの「国民負担のあり方」で、「例えば、地方の自立や、将来にわたって持
続可能な社会保障制度」と国民負担のあり方を言っている。負担と給付あるいは国民
負担率、私は社会保障制度の構築の方が先だと思う。地方の自立で、交付税を増やす
ならば別だが、順序を考えて欲しい。 

   その下の「21 世紀にふさわしい税制」に、骨太の方針に書かれている地方への税
源移譲が無いのはおかしい。位置付けて欲しい。 

（竹中議員） 御指摘を踏まえ是非検討したい。 
（吉川議員） ２点。一つは、予算が厳しい中で、メリハリを付けるため、マイナス５プ

ラス２と言われてきた。本日の我々の資料でも、その点を国民に分かる形で示して欲
しいとお願いした。その前提として、諮問会議でも如何にメリハリが付いたか、マイ
ナス５プラス２という方針がこういう形で具体的に実現されたということを、ある段
階で示して欲しい。 

   もう一つは、片山大臣が言われた地域要件だが、私は余り合理性はないと思う。地
域振興は大切だが、営業所の所在地で区切るのはどれほど合理性があるのか。工事現
場で働く人たちは、結局、現場に近い人が雇用されるし、情報技術などがこれだけ進
んだのに地域要件を求めるのは、それぞれの県で自分の県で採れた果物を食べろと言
うのと余り変わらない気がする。合理性が無いのではないか。 

（片山議員） それをやると、ほとんど大手が取る。私は程度問題だと思う。全部取っ払
えと言ったら中小はばたばたいく。ばたばたいっても良いのかもしれないが。だから
「過度の」と入れていただきたい。過度の入札制限をと。 

（吉川議員） 地域要件の前に「過度の」と入れて、「過度の」は何を意味するのか。 
（片山議員） 入札制限等を、地域要件と書かないでもみんな分かる。 
（牛尾議員） 過度の入札制限にして、地方要件を除く訳だな。 
（吉川議員） いずれにしても、方向としては地域要件を緩める方向でお願いしたい。 
（片山議員） もちろん緩める方向で良いが、程度だと思う。全部大手が取るようでは。 
（奥田議員） 重複するが、「平成 14 年度予算編成の基本方針（案）」の７ページで、「医

療制度改革」が空白になっている。今週の政府・与党社会保障改革協議会で改革を先
送りすることなく、国民が納得のできる明確な方向性が示されるよう、是非総理にリ
ーダーシップをとっていただきたい。 

（塩川議員） 30 日に出る。 
（奥田議員） 両論併記となるのか。 
（牛尾議員） 両論併記では基本方針にならない。 
（小泉議長） だから、出てきたら１つにしなきゃならない。 
（牛尾議員） １つにしなければ。グレーという表現はない。 
（奥田議員） 誰に聞いても、総理しか決めていただく方はないと仰るので。 
（竹中議員） 今のはそういうことで。 
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（平沼議員） 中期経済財政展望は、小泉構造改革の総まとめ。したがって、国民が見て
明るく将来に希望が持てるというトーンが必要。それに向かっての道程として、規制
改革、民間経済活性化対策を本計画と同時に打ち出して、併せて、社会資本、地方財
政、社会保障といったもののシステムを見直す。国民が見て、小泉構造改革をこうい
うふうにやって中期展望を見通した場合には、明るい将来で一緒に協力しようという
ことが分かるようなトーンでまとめるべき。 

（竹中議員） これは概要案。最終的には年内が目途。表現も含め仰る方向にすべき。 
（牛尾議員） 表現だけではない。14年度の予算編成は制度改革を伴っている。制度改革

をするから歳出カットも我慢してもらう訳だから、平沼議員が仰ったように規制改
革に何らかの結論を出さないといけない。この間、総合規制改革会議の宮内議長が
出席したときの案も政策として決まっていないので、予算編成までに少しでも決め
ないといけない。 

（竹中議員） 今の議論を、どこに書くのかは、改革の工程表のフォローアップのような
形で、例えば、12月に総合規制改革会議から色々出てくるので、それを受けてやると
いう方向で、一体化してはどうか。 

（牛尾議員） どこにも書かないのでなく、14年度にできることは14年度予算編成の基本
方針に書くべき。 

（竹中議員） 予算に規制改革のことを書くかどうかは、技術的な検討が必要だ。 
（本間議員） 平沼大臣の御指摘のとおり、５年のスパンで日本がどうなるか、明るいト

ーンで書くのは重要だが、現在、国民の感じは必ずしも明るくない。14年度予算にお
いても総理が１人苦戦をさせられている。その意味で、「留意すべき事項」でお示し
したとおり、新たな政策決定プロセスの中で総理のリーダーシップあるいは説明責任
がきちんと担保できる形で、プロセス自身を明るくしていくべきだと思います。総理
ははっきりと政策ビジョンとして方針を打ち出しており、これを予算の中で担保して
いくということです。スタートを明るくしないと、絵空事のイメージになりかねない。
14年度予算の基本方針できちんとしたものを出せるかどうかが重要。塩川大臣が仰っ
たとおり、30日に医療制度で両論併記となれば、予算の基本方針にどう書くのか。今
は空白だが、これが決まらないと予算編成ができない。時期的にも前倒しする状況を
作らないと。 

（塩川議員） 私もこの前、念を押した。30日にまとめてくれると思う。できないようだ
ったら、親会議の与党社会保障改革協議会で決めたらと言っている。党内の話なので、
明日もう１回当たってみたい。今のところは、両論併記との空気。それでは私はいけ
ないと思う。何でも総理に裁断を下させるのはおかしい。きちんと結論を出してほし
い。 

（本間議員） 今日、奥田議員からの御報告は、そのままここへ入れていただけば、きち
んとした道筋になるということで用意したもの。 

（奥田議員） 平沼大臣が言われた件だが、22日に私が説明した構造改革の先に目指す日
本の姿、日本経済再生シナリオは、ストーリーとして、小泉改革後の日本は2010年ご
ろにこういうふうになるというもの。これをうまく使えないのか。 

（竹中議員） 諮問会議に出た資料だから公表されている。最終の報告では、附属資料も
含めて参考資料になる。時間がなくなってきた。先ほど申し上げた６ページのプラ
イマリーバランスの考え方、14年度は国債発行額が30兆円だが、それ以降は政府の
大きさが現在の水準を上回らない程度を目指す。これは大変重要なポイントで、そ
ういう書き方としたい。 

  12ページ（７）のまだ何も書いていない「経済運営との整合性」では、そもそも財
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政運営は景気が悪くなったから景気を良くするためにやるのではないという非常に
基本的な方針を書かなければいけない。文章で関係先にお回しする。 
次回は総理から諮問を受け答申という形にしたい。各大臣もしっかり見ていただき

たい。名前は、「展望」でよろしいか。サブタイトルが必要であれば、総理、官房長
官に御相談したい。 

（平沼議員） 最後に一つ提言。一般国民は、プライマリーバランスなんて書いても良く
分からない。だから、小泉改革の分かりやすい解説書を考えないといけない。 

（竹中議員） 一般向けのものを同時に出せないか、色々考えており、また御相談に乗っ
ていただきたい。 

（塩川議員） このごろやたらに英語を使うようになった。 
（小泉議長） プライマリーバランスなんて言っても一般国民は全然分からない。 
（速水議員） 構造改革後の経済の姿というよりは長期的なビジョンというような言葉が

良い。９ページに「日本銀行は本計画を踏まえつつ適時適切」とあるが、「本計画」
という言葉は止めて欲しい。 

（竹中議員） さっき申し上げたが、中期経済財政計画という言葉は骨太の方針に出てく
る。我々は、それを全部承認している。それで本文の中でこの計画を略称で呼ぶ箇
所では、「計画」とずっと書いてきた。今日、名前が正式に決まったので、これは
全部書き換える。 
時間なので、次回の30日には、先ほど申し上げたようなところに持っていきたい。
ありがとうございました。 

 
（以 上） 


