
平成 14 年第 22 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 22  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年８月６日（火）17:02～17:38 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

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 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)概算要求基準について 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 15 年度概算要求基準について（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから今年22回目の経済財政諮問会議を開催いたします。本日

はお忙しいところありがとうございます。 

（報道関係者退室） 

（竹中議員） それでは本日の議事でございますけれども、本日は概算要求基準につ

いて御審議をいただきたいと思います。 


議事録の取扱いについては従来どおりとさせていただきます。 


まず、塩川大臣から提出資料の御説明をお願い申し上げます。 
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○概算要求基準について

（塩川議員） 私から平成15年度予算の概算要求基準について御説明申し上げたいと

存じます。 

既に朝刊なり夕刊なりを見ていただいて、いろいろ書かれてしまって申し訳な

いと思っておるんですけど、私らが言うたんじゃないので、勝手に書きおったん

ですがね。今日は与党の方にもちょっと説明しておきまして、先週の末から根回

ししておきましたこと等あって、大体与党三党はこの方針を了承してくれました。

ついては、最終的に経済財政諮問会議で煮詰めた上で閣議決定するようにという

党の方の指示がございますので、今日、お願いしたいのでございまして、もう申

すこともないのでございますが。 

まず第一に、公共投資の関係費と裁量的経費と義務的経費の３つのブロックに

分けたということが１つでございまして、これが昨年とちょっと変わっていると

ころでございます。 

それから第二に、各省庁の枠を越えて新重点分野で４分野、これは本会議で示

された４分野、それをそのまま登用しておるわけでございます。これに対しまし

て、公共投資並びに裁量的経費について、それぞれ前年度の純減の水準以下に抑

えるということにする一方で、ただし、要求の方はその水準よりも２割増しで要

求してくれと。要求は伸び伸びやってくれても、査定はきつくやるぞということ

にいたしました。 

それから第３には、義務的経費でございますけれども、制度の根幹にまで踏み

込んだ抜本的な見直しを図って歳出の抑制をするということにしております。 

中につきまして、数字の詳しいこと等につきましては、ちょうど主計局長が来

ておりますので、主計局長から説明いたします。よろしくお願いします。 

それでは林さん。 

（林財務省主計局長） 若干追加して御説明申し上げます。 

大臣からお話がございましたように、諮問会議での御議論も踏まえまして、３

分類に計上いたしました。公共投資、裁量的経費、義務的経費でございます。 

公共投資関係につきましては、「新重点４分野」への重点配分を図りますため

に、14年度に引き続きまして、全体について公共投資重点化措置を講ずることと

しております。重点化の考えにつきましては、これもこちらで御審議いただきま

した「新重点４分野」にふさわしい事業になっているか、国民のニーズに合致し、

政策効果の顕著なものか、国と地方との適切な役割分担を踏まえたものか、とい

った観点から根本から洗い直しをいたしまして、無駄を徹底的に排除しながら施

策を絞り込むこととしております。公共投資関係費、左側を見ていただきますと、

総額として、14年度予算額の３％減の範囲内にすることにいたしまして、各省庁

にはそれぞれ14年度予算額の３％減の水準を基準として、その２割増しまでの要

望を提出していただくこととしております。なお、物価水準の動向の反映、ある

いは規格の見直しなど、コスト縮減へ積極的に取り組んでまいりたいと思ってお
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ります。 

次に、右の裁量的経費ですが、全体を裁量的経費重点化措置の対象といたしま

して、歳出の縮減を図る一方、各省庁が新規施策の立案に積極的に取り組むこと

を促すため、要望可能額を緩和いたしまして、「新重点４分野」への重点化を図

ることとしております。裁量的経費の総額につきましては、14年度予算額５兆

5,000 億ございますが、これから科学技術振興費に相当する額を除いた額をベー

スといたしまして、２％を減算した額を上限にいたしまして、歳出の縮減を図る

こととしております。この結果、科学技術振興費につきましては、最終的な予算

額が前年同額と保証されるわけではもちろんありませんが、科学技術振興費を多

く持つ所管は、そうでない所管に比べまして、より多くの要望が可能になるとい

うふうに思います。この裁量的経費につきましても、公共投資関係費と同様の考

え方によって重点化を図ることとしております。 

なお、ＯＤＡでございますが、左の下の注にございますように、今般の概算要

求基準案では、他の経費と区分して、固有の削減率を設定することにはしており

ませんが、「基本方針2002」を踏まえまして、ここにございますように、その同

文を記載することにしております。 

最後に、真ん中の義務的経費でございますが、制度の根本まで踏み込んだ抜本

的見直しを行い、歳出の抑制を図ることとしております。なお、人件費、年金・

医療等、特殊要因についてのみ増加要求を認めることとしておりまして、それ以

外は前年度と同額の範囲内で要求を認めることとしております。その総額が右下

にございますように、増加分として義務的経費9,200 億とございますが、このう

ちの大宗が年金・医療等の増、いわゆる社会保障関係費の増加でございます。9,200 

億のうち6,900 億が社会保障の関係でございます。 

これは若干御説明申し上げますと、社会保障関係費の増加につきましては、人

口の高齢化等を背景にいたしまして、年金等の額を同額と見込んだ場合には約

9,100 億程度の増加が見込まれるところでございます。これに対しまして、まず

年金財政の現状あるいは世代間の公平の観点を踏まえまして、物価動向等を反映

した年金等の給付の見直しに取り組むこととしております。具体的に申し上げれ

ば、物価スライドに関係しましては、当年における物価下落分、政府経済見通し

では－0.6 ％の見込みでございますが、これについてまず実施することとした上

で、過去の据え置き分、－1.7 ％でございますが、これについては物価、賃金、

公務員給与の状況、年金制度の現状及び基本的考え方等を総合的に勘案いたしま

して、予算編成過程で検討することとしております。 

次に、給付の見直し等による持続可能な制度の再構築を目指した雇用保険改革

を推進することとしております他、介護、生活保護等の福祉関係の効率化、適正

化等を推進することとしております。こうしたことによりまして、概算要求段階

で2,200 億円程度の削減を図ることとしておりまして、9,100 億から2,200 億を

引いた6,900 億円増の概算要求基準を設けることとしております。なお、9,200 億

と6,900 億の差ですが、退職者の増に伴います人件費の増、あるいは特殊要因等
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でございます。 

以上３つの経費区分に従って御説明をいたしましたが、注のところに注２とい

うのがございます。これは補助金でございます。若干御説明申し上げますと、こ

れは地方向けの補助金についてですが、地方向け補助金等につきましては、「基

本方針2002」におきまして、抜本的な改革案を検討することとされておりますが、

いずれにしても、国・地方を通じた行政のスリム化を実現する観点から、廃止・

縮減を目指し、補助金等の区分に応じた整理合理化を推進することとされており

ます。このため、この注２にございますように、公共投資関係費及び裁量的経費

に区分される奨励的補助金については▲５％という目標を掲げて、その整理、合

理化を推進してまいりたいと考えております。 

以上、簡単でございますが、補足して御説明申し上げました。 

（塩川議員） ちょっと追加で、与党との交渉の結果、あるいは要望等を簡単に申し

ますと、まず第一に、義務的経費というのは法改正が必要とするものであるから、

そのためには、必ず党との緊密な連絡のもとにやってくれという、予算が先走っ

てはいかんと、法改正と並行してやってくれと。これは言わずもがなのことであ

ります。特にこれに関しまして、義務教育関係についていろいろ言われておるが、

これはひとつ慎重にやって欲しいということと、もう一つは、制度的改正案の中

で国と地方との関係というのがあるから十分に話し合いをしてもらいたい。これ

は言わずもがなであります。 

ただ、年金の問題でございましたけれども、私の方では、当年度分と過年度分

を含めて削減したいということでございましたが、これに対しまして当年度分、

つまり15年度分の削減について、14年分をベースにしたものについては認めるけ

れども、11年、12年、13年の分については、これは慎重にしろという話でござい

ましたが、これは予算折衝の12月までの間に話し合いをして、満足いくように解

決したいと、こういうことを言っておきました。 

それから、雇用のセーフティネット、これに十分配慮して欲しいということが

ありました。それから、治安関係、つまり刑務所とかの司法関係ですね。これに

格段の配慮をして欲しいという要望がありました。これもテイクノートしておき

まして、これは私たちも十分に考えていきたいと思っております。それから私学

助成、これについても要望が非常に強いものがございました。それからＯＤＡつ

いては、先ほど主計局長が言いましたように、注の３に書いていますように、こ

の趣旨を了解してくれまして、もっと国益の関係をきちっと見直して実施すべき

だということで、予算の見直しについては、これはやむを得ないということで認

めてくれたと、こういうところでありました。これで一応要望を聞いておいたと

いうことであります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、御意見がありましたらどうぞ。 

（奥田議員） 一番先に細かい話で申し訳ないんですが、ＯＤＡの件でございますけ

れども、これは愛・地球博、あの関係で東南アジアの各国に展示館の依頼に回ら
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ないといかんわけですけれども、余りＯＤＡで痛めつけるとそれをやってくれな

いということですから、ぜひＯＤＡについては御斟酌をお願いしたいと、そうい

うことでございます。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 今の博覧会の件ですけれども、僕は国際科学技術博覧会基本構想委員

長をやって、その当時でもＡＳＥＡＮとアジアの関係は、パビリオンまで造って

あげて何もかも全部して、慣行的に中身だけ来ていただくというふうになってい

るわけです。だから、かなり費用が追加されると思うので、来年、再来年ぐらい

はＯＤＡを入れる必要があるだろうけれども、しかしそうでない、今、大臣がお

っしゃった中身を大胆に入れ変えるということは勇断を持ってやっていただきた

い。単なる微修正では、ＯＤＡを今カットしないということについては、官房長

官の御趣旨に対して反対はしませんけれども、中身を大胆に変えなければいけな

いということを申し上げたい。 

第二は、塩川大臣と主計局長の話を聞いていると、48兆1,000 億からまた増え

るんじゃないという心配するぐらいに抵抗の感じが強くて、前々回は、やはり47

兆5,000 億を必ず下回る、そして民間議員の出した47兆円も透かして見える程度

に書くということで、そこまで期待をしておりますので、今、御両人の話を聞い

ていると難しい話ばっかりで何もできないような印象を与えますけれども、ぜひ

これは実現をしたいと。 

（塩川議員） 要求段階での話ですから。 

（牛尾議員） 非常に期待しておりますから財務大臣に確認をして。やはり４つの改

革のうちの「小さな政府」を目指す構造改革型歳出削減というのは何と言ったっ

て第一歩なんですから、これがうまくいかないと、活性化型の税制改革も規制撤

廃も、そして今大きな問題になっている金融の不良債権問題もテイクオフしない

わけです。「小さな政府」を目指す構造改革型歳出削減というものによって、市

場が日本の経済活性化を期待して株価に大きく力がつくということは、非常に大

きく連動するので、両面の難しさを持っているのでありますけれども、ぜひ財務

大臣は７割は市場を見て頑張っていただきたいということを……。 

（塩川議員） それはやっぱり、義務的経費、法改正に結びついてくる。 

（牛尾議員） これを見ると義務的経費の歳出カットに集中せざるを得ないわけです。

そういう点では、８月の末の６つの省の片山大臣、平沼大臣もお入りになってい

る大臣イニシアチブでは、相当な期待をせざるを得ないと思うし、しかし全く簡

単なものではないし、そういう点は、相当大胆にしていかないと無理であります

が、ただ、このポンチ絵は全く国民にはわからないし、何を言っているのか全然

国民にはわからないでしょうね。だから、前回も申しましたように、ぜひ明日の

閣議の後には、総理からわかりやすく国民へ、小さな政府を目指す構造改革型の

歳出削減をするんだというメッセージを、ぜひ国民の手に伝わるようにしていた

だきたいということを要望したいと思います。 

（竹中議員） 吉川議員。 
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（吉川議員） 今の牛尾議員の御発言とも重なりますけれども、要するに、中身を見

直すということを、我々、昨年来繰り返しお話ししているんですが、これが最も

大事なことだと思います。概算要求基準、総額はともかくとして、今年は要望が

20％増ということになって、先ほど大臣からもお話がありましたし、前回林局長

からもお話があったと思いますが、「自由な要望と厳しい査定」ですか、何かそ

んなような標語ということですが、これはやり方によっては大胆に見直しができ

る、あるいは大胆に見直しをするために要望を２割認めている、そういうことだ

と私は理解しているんです。それが本当にできれば、大変結構なことだと思いま

す。内容を見直すというのが、決定的に大事だと思います。例えば、公共投資と

言いますが、投資ですから、これは将来に資するものでなければ実は投資でない

わけです。幾らセメントを使っても将来に資するものでなければ消費なんです。

ですから、公共投資も、極端に言えば、まだ生まれていない日本人のためにやる。

それぐらいのつもりでやっていただかなければいけないということだと思います。

そこで、具体的なお願いですが、２割も要望を認めて、内容を徹底的に見直すと

いうわけですから、それが看板倒れにならないようにということで、例えば10月

といったような時点で、一度中間駅で14年度予算の検証、これは塩川大臣が前か

ら言われていると思うんですが、去年つくった今年の予算、あるいは13年度との

比較とかそういうことも含めて、過去の検証と同時に、反省材料を踏まえて、そ

れをいかに15年度予算に生かしていくか。せっかく要望を２割認めて、内容をか

なり入れかえる余地ができたわけですから、看板倒れにならないように、一度こ

の諮問会議で財務省に説明していただいて、中身を見直すということが実際にで

きるように、総理のリーダーシップの下、この諮問会議で検討するべきだと思い

ます。 

（塩川議員） それで、吉川先生がおっしゃるようなことで、私たちは法改正のやつ

は、党との間でそれはそれで進めるとして、それ以外に予算の執行状態にあって、

どういうところを改善しなきゃならんかということを、それを注視したやつはあ

るんです。ところがなかなか整理しようがなかったんですが、やかましく言って、

30項目ですけれども、具体的にこういうところを改善したらいいという改善案が

出てきました。それはできれば９月頃に、私も早くやれと言っているんだけれど

も、９月頃にこんなのがあるということを出しますから、そこをひとつ掴まえて

いただいたら大分違ってくると思っております。それから、今年もそれ以外のと

ころを調査させておりますので、それも見ていただいたらと思っております。そ

れから、公共事業の削減のところで、私の方からやかましく言ってもっと削減し

たかったんですけれども、党との景気対策と兼ね合いのところでいったら、３％

が妥協点だということで、党がやかましく突っ張っていたのでやりましたけれど

も、しかし、私の方から言っていますのは、公共事業の単価の見直しはきつくや

らしてもらうから、この分についての査定はひとつ承知して欲しいと、こう言っ

てありますので。 

（牛尾議員） ３％とは別に。 
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（塩川議員） いやいや、３％するについてですね。でないと工事が減っちゃうとや

かましく言うものだから。 

（小泉議長） 単価は下がっている。額が下がったって、事業量がね。やりようによ

っては。 

（牛尾議員） 単価が下がれば３％なんてもんじゃないですね。 

（塩川議員） それは本当はもっと下げられるんです。しかし景気対策上、そんなに

下げたら具合が悪いということでがんがんやったもので、結局ここへ落ち着いて

きたんです。 

（小泉議長） 昨日、与党の懇談会に出たんだけれども、下水道と浄化槽、これは浄

化槽の方が安くて住民は喜ぶのに、役所が違うでしょう。同じなのに縄張り争い

で、これを一緒に重複している。どっちがやるのか、こういうのをやらなきゃだ

めだ。省別に要求して下水道計画なんかつくっちゃうから。こういうのも９月か

10月でよくやらないとね。重複のを。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 昨年度の予算編成における国民へのインパクトに比べて、今年度の予

算編成は国民に対するアピール度、メッセージ性という点では、極めてダウンし

たのではないかという印象を私は受けております。それはやはりトップダウン的

な要素が、この最終的な概算要求基準づくりの局面で、割と党との関係を重視さ

れたということもございまして、総理のリーダーシップが発揮されていないよう

なイメージが定着をしておるわけであります。その数字も48兆円を超えるという

ことに関して、私、前回危惧を申し上げましたけれども、それを超えて、具体に

47兆が透けて見えるような形で果たしてできるのかどうかということ、47兆5,000 

億もなかなか切り込むのは大変ではないかというのが、この表を見てみますと、

透けて見えるのは47兆5,000 億円で、47兆ではないなという感じが、率直に申し

上げましていたします。 

その流れの中で、今、牛尾会長並びに吉川議員の方から御指摘がございました

20％を基礎額にして削り込むということ。これは昨年、内閣官房で一度20％を10％

に下げてというのを今度は主計局でなさるということでございますから、これは

一貫性があっていいことかもわかりませんが、査定の手法のイノベーション、執

行だけの問題ではなくて、査定の在り方自身もやはり根本的にきちんと考えて、

それが水面下だけで調節するのではなくて、総理のメッセージ性を持つ形で直し

ていく、改革をしていくということを、ぜひプロセスの中に織り込んでいくとい

うことが今後重要ではないか。先ほどの吉川議員の御提案もありましたけれども、

その執行の問題プラスどういう予算編成の方針をきちんと確立していくかという

ことをぜひ御議論いただきたいという具合に思います。 

それから、47兆へいけるかどうかという問題の絡みの中で、歳出と税制改革の

結びつきをどのように考えていくかということは非常に重要であろうと思います。

財政の効率化、小さな政府を目指す構造改革を歳出面で実現していくというとき

には、税の改革をどのようにこれにリンクしていくかということが重要な要素で
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ありますし、平沼経済産業相が前回御指摘のとおり、国有財産の処分というよう

なことを御提案されております。政府のフローとストックの管理の問題と税収と

の関係というものを、財政規律の中で具体的に総理のリーダーシップが発揮でき

るような形で明確化をしていくということが重要だろうと思います。 

その際、財政規律の点で税制中立ということを強調されたいということは分か

るわけでありますが、前半の部分と後半の部分を１兆円超の形で減税先行すると

いう御方針が出ておりますから、その際に余りリジッドに将来への布石というも

のを、増税をがんじがらめにして、これを一体化しておきますと、歳出の部分の

ところに、弱い形で改革に対してルーズになる危険性もありますし、景気動向と

の関係の中で機動性を失うということもございますし、自然増収等の関係の中で

マクロバランスをどう捉えるかというようなことも出てまいります。この辺のと

ころは、やはり９月以降、きちんとマクロのフレームと税・財政の関係というも

のをきちんと整合的に議論しながら、経済活性化と財政規律の方向の維持という

ものの両立性を追求するということを、ぜひこの場においても御議論していただ

き、総理のリーダーシップのもとで、それを実現していくということをお願いを

いたしたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。今回は「予算の全体像」で先に仕上がりを

明示するという形で新しい予算プロセスをとったわけですから、これはきちっと

国民に理解してもらえるように、我々も努力をしたいと思います。 

今の民間議員のお話では、仕上がりが47.5兆を下回って食い込むということを、

さらに追求しようということと、要望額を増やした分、きちっと査定をするメカ

ニズムを昨年の反省も踏まえて確立して欲しいということ、最後に、改革に資す

る税制の設計について、さらに議論を深めて欲しい、そういう御要望であったか

と思います。 

もしよろしければ、15年度一般歳出の概算要求基準の考え方を、経済財政諮問

会議として了承したいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） では、本議題につきましては、原案どおり了承することといたします。

なお、了承されました概算要求基準の考え方については、明日の閣議において了

解される予定となっておりますので、申し添えたいと思います。それでは、総理

から御発言をお願い申し上げます。 

（小泉議長） いろいろありがとうございました。おかげさまで前回の「15年度予算

の全体像」に続いて、平成15年度概算要求基準について成案をまとめることがで

きました。 

この15年度予算編成は、小泉内閣の取り組む２度目の予算編成でありまして、

「聖域なき構造改革」を新たな局面に押し進めていくための大変重要な過程にな

ると思います。「真に負担に値する質の高い小さな政府」を実現していくには、

歳出改革と行政改革を大胆に推進して、歳出に対する国民の信認を確保すること
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が不可欠だと思います。 

このため、15年度予算の編成に当たっては、一般歳出及び一般会計全体につい

て実質的に平成14年度の水準以下に抑制するとの目標の下、制度・施策の抜本的

な見直しを図るなど、無駄を大胆に排除するとともに、我が国経済の活性化を図

るために、各省庁の枠を超えて、「新重点４分野」への思い切った重点配分を進

めていきたいと考えています。いわゆる「新重点４分野」、これは１つには、人

間力の向上・発揮－教育や文化、科学技術、ＩＴ等です。それから２つには、魅

力ある都市・個性と工夫に満ちた地域社会です。３番目には、公平で安心な高齢

化社会・少子化対策。４番目に、循環型社会の構築・地球環境問題への対応。こ

の重点４分野です。 

このような方針のもとに、今般、概算要求義準をとりまとめたところであり、

今後８月下旬に予定されている各大臣の改革に向けたイニシアティブをはじめと

して、この方針の実現に向けて努力していくことが必要であります。 

また、税制については、シャウプ以来の税制改革により、経済活性化に資する

「あるべき税制」を構築することが私の基本的な考え方であります。その際、一

層の歳出改革を進めるとともに、減税の実施を先行させることとする。すなわち、

単年度ではなく多年度で税収中立を図ることにより、財政規律を堅持しつつ、１

兆円を超える規模の先行減税を含む税制改革の具体化を進めたい。そして、この

改革全体をいわば税制改革法とも呼び得る一括の法律案にまとめることとしたい

と思います。 

実はいろいろ批判があるのは御存知のとおりですが、私は就任以来、去年も今

年も変わっていないんです。一方では独裁の批判があるし、一方では妥協という

相矛盾した批判があるんだけれども、これは民間議員の皆さんともいろいろ意見

を交わす、与党との調整もある。独断専行を排するために、大きな方針を出して

いろんな意見を聞きながら調整をしていく。だから、ある面においては言うこと

を聞かないと独裁と言われるし、うまく調整すると妥協と言われるんだけれども、

去年から変わっていない。大方針を出す。私は細かいことはこだわらん。大方針

を出した原則は曲げないけれども、あとは大胆かつ柔軟に考えるというのは去年

から一貫しているんです。だから、今年度だって公共事業マイナスは許さんとな

ったが、結局、財務大臣はじめ竹中大臣がみんな党と調整してくれて、最終的に

はマイナス削減を了承してくれたでしょう。前年度からいかに一般歳出を抑える

か、これもＯＫしてくれた。 

なおかつ、税制改革ですから、これは今まで単年度ですよ。しかも先行減税あ

り得べしと。しかし、今年度もこの国会が始まったときから、今国会中で税制改

革をやるという声が出ていた。だめなら臨時国会で税をかけ、14年度で減税をや

れと言われた。それは駄目だと。15年度に反映させて15年１月。14年度の税制は

あるけれども、今国会も税制改革でやらない。臨時国会でもやらない。来年度、

15年度の税制改革の中で、15年１月から遡ることはあり得べしという方向に落ち

着いたでしょう。しかも多年度。 
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だから、この改革姿勢は一貫しているんです。何ら変更することはない。ただ、

経済情勢を見ながら、大胆かつ柔軟に経済活性化のためには考える。危機を起こ

さないために考える。 

今後、これから道路公団の民営化にしても、金融改革、政府系金融機関、民間

の金融機関、なおかつ郵貯、簡保、全部一体でやるんですから、ようやく改革が

軌道に乗ってきたんです。だから、この点については、皆さんにはぜひ御理解願

いたい。就任以来の基本姿勢は全く変わっていない。いかに、この改革を軌道に

乗せるか、ようやく１年間で土台ができてきたんです。真に抵抗勢力が協力勢力

に変わろうとしているんです。自民党も現に変わってきているんです。半分以上

は変わっているんです。この調子で原則を堅持しつつも大胆かつ柔軟な対策を打

って、経済活性化の道筋をつけたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

（竹中議員） ありがとうございました。以上をもちまして、本日の経済財政諮問会

議を終了させていただきます。発表等はいつもどおりとさせていただきます。あ

りがとうございました。 

（以 上） 
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