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経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 15 年第 13 回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年６月 12 日(木) 17：00～18:03 

2．場所: 官邸大会議室 

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    福井  俊彦  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 遠山 敦子  文部科学大臣 

同    坂口 力   厚生労働大臣 

 

島田 晴雄  内閣府特命顧問 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)雇用・教育について 

(2)「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」の取りまとめに向けて 

(3)その他 

3．閉会 

 

（配布資料） 

○５３０万人雇用創出プログラム 

○人間力の向上に向けて（雇用・高等教育制度改革）（有識者議員提出資料） 

○若者自立・戦略プラン（若者自立・挑戦戦略会議とりまとめ） 

○キャリア教育総合計画の推進（遠山臨時議員提出資料） 

○「女性のチャレンジ支援策について」最終報告（概要）（福田議員提出資料） 
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○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」素案 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員）  それでは、ただいまから今年13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。 

（プレス退場） 

（竹中議員） それでは本日の議題ですけれども、「雇用・教育」、これが大きなテ

ーマでありまして、その後、「基本方針2003」の素案についてでございます。約

１時間程度を予定しております。 

   「雇用・教育」の議題に関しましては、遠山大臣、坂口大臣及び島田特命顧問

に御出席をいただきます。 

    なお、国会の関係で官房長官と坂口大臣は遅れてお入りになるということでご

ざいます。 

 

○雇用・教育について 

（竹中議員） 議題に入ります前に、昨日の金融政策決定会合に関しまして、福井総

裁より御発言をいただくことになっております。よろしくお願いします。 

（福井議員） 恐れ入ります。１分で御報告申し上げます。 

   ４月以降検討してまいりました例の資産担保証券の買い入れ措置でございます

が、昨日の政策委員会で正式に決定いたしました。 

    ポイントが幾つかありまして、１つは、この裏付けとなります資産ですけれど

も、ＢＢ格など、言ってみれば、相対的に信用度の低いところまですくい上げる

ということにいたしました。その分、通常よりもかなり強い度合いで日本銀行が

リスクをとるということになります。 

   もう１つは、市場におきます募集価格をベースに、日本銀行が買い入れるとい

うことなどで、市場メカニズムをゆがめないようにする。日本銀行が市場に入り

ますことによって市場メカニズムをかえって害するというふうなことがないよう

にという入り方でございます。 

   買い入れ額のめどをつけることは、まだ市場がほとんどないようなところから

入る部分もありますので非常に難しいんですが、当面、１兆円を限度にしたいと

いうふうなことでございます。 

   あと若干実務的な詰めがありますので、それを進めまして、７月末までには買

い入れを開始したいと、こういうふうなことでございます。ねらっておりますこ

とは、資産担保証券市場、これは将来性のある市場でございますが、その発展を

サポートするということと、中堅中小企業金融の円滑化をサポートする、そして

デフレ対応の金融緩和政策の効果、波及メカニズムを強化する。そういう３つの

ねらいを置いております。 
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   以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。特によろしゅうございますでしょうか。 

（平沼議員）  かねてから売掛債権に着目する、そういう保証制度というのは、経済

産業省で取り組んできたところでございまして、今回、日銀がそういう形で日銀

の信用をバックにやっていただくということは、今おっしゃったように、中堅中

小企業にとって非常によいことだと思っておりまして、歓迎をさせていただきた

いと思います。これから日銀と連携をとらせていただいてしっかりやりたいと思

っております。その他の中小企業向けのいろいろな金融対策についても、これか

らもさらに私ども前向きに検討していきたいと、このように思っております。  

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、引き続き積極的な政策対応をぜ

ひお願い申し上げます。 

   それでは、「雇用・教育」の問題であります。昨年総理から、「『人間力戦略』

について議論をせよ」という御指示がございました。これを受けまして、昨年の

「基本方針2002」におきましても、経済活性化戦略の一つの柱として、「人間力

戦略」が議論をされております。依然、厳しい雇用情勢の中で、雇用機会の創出、

若年者雇用、女性支援などにつきまして、現在、各方面で御検討をいただいてお

ります。そこで、今日はその成果等について御報告いただきますとともに、今年

の「基本方針2003」に、この関連の議論をしますので、その取りまとめに向けた

議論をお願いしたいと思っております。 

    そこでまず、島田顧問から、これは総理の指示を受けて設置されました「530万

人雇用創出促進チーム」がございますけれども、そこにおける検討状況について

御報告をお願いいたします。よろしくお願いします。 

（坂口臨時議員入室） 

（島田内閣府特命顧問）  島田でございます。「530万人雇用創出プログラム」につい

て御説明したいと思います。 

    日本経済は過去５年間、継続的にトータルの雇用が減ってきているわけですが、

しかし同時に、同じ期間、サービス産業における雇用は増えております。これは

先進国共通の姿で、この将来の需要が見込める分野をもっと促進させると、そし

て経済構造を近代化させるという考え方で「530万人雇用創出プログラム」という

のを推進しているわけでございます。これについては実は平成13年の５月に、サ

ービス分野専門調査会というのが経済財政諮問会議の下部組織としてつくられま

して、緊急報告を出したわけでございます。これは公式の統計をベースにしまし

て、潜在的なサービス産業の需要を満たすとしたらどのぐらいの雇用ができるか

という推計をしたわけですが、今回御紹介いただきました「530万人雇用創出促進

チーム」というのは、そういう雇用創出を本格化するために、関係府省11、そし

て局長クラスの方々、担当者18人からなる総合的な組織をつくりまして、総合政

策パッケージとして具体的に検討を進めました。 

   その結果が皆様のお手元のこの紙でございますけれども、要点だけ御報告した

いと思いますが、左側に９つの分野というのがございます。これは２年前の報告
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に即しているわけでございますけれども、ここの９つの分野で右の方に幾ら幾ら

の雇用増が期待できるかという政策に基づいた積み上げをいたしました。 

   ９つの分野の１と２というのは、実は市場のニーズでもって、ある意味では自

律的に増える分野でございまして、過去数年間、この分野は特に増えが目覚まし

いんですが、個人・家庭向けのサービスとか、団体というのは自治体向けのサー

ビスと思っていただければいいんですが、こういうものについては、環境整備を

政府としてする。例えば右の上の方に、人材教育の充実・資格化、あるいは今、

福田官房長官の諮問機関として観光立国懇談会、これがアクションプログラムを

つくっておりますが、そういうようなことでもって推進できる。 

   それから企業・自治体向けのサービスについては、右の方のＩＴベンチャー支

援というようなことでやっていける。しかし、３、４、５、６、７、８、９とい

うあたりは、政策的な支援があった方が伸びる分野で、逆に言うと規制改革が非

常に必要な分野でございます。社会人教育、これは大学等における社会人受入れ

の促進とか、スキルの標準の策定とか、カリキュラム開発とかそのほかいろいろ

ございます。あるいは住宅関連、特に住宅の流通市場を整備する、それから質を

高めるというような意味では、この右の端の方に住宅性能評価の推進その他とい

うような政策でこれは推進できる。 

   それから子育て関連、特に保育・子育て、これについては、諸々の規制改革の

継続的な実施，それから事業所内保育施設の設置促進といったことですね。ある

いは高齢者ケア、これは総理の指示で進めております「安心ハウス」とか、新し

いタイプの住居型サービスの整備とかいろいろございます。 

   それから医療情報、これはＩＴ化の普及促進、医療情報の院外保存の促進と行

った手段で推進することができます。それから８番目、リーガルその他専門職種、

それから環境というのは、非常に雇用の増大の期待される分野なんですが、以上

のような緻密な政策の効果の積み上げをいたしまして、この右のオレンジのサー

クルの中に書いてありますように、137万人から213万人というような幅を持って

おりますが、そういうことになっております。 

    さらに下の方に緑の部分がございます。これは今申し上げた産業分野を横断的

に横切る人材の供給の整備ということでございまして、労働市場の環境整備とか、

若年者・女性・中高年労働者に対する支援。労働市場の環境整備では、例えば、

ワントップ・サービスセンターの設置とか、キャリア・コンサルタント、それか

ら４大臣の皆様が強力に進めておられる「若者自立・挑戦プラン」、こういった

ことでもって縦と横で総合するわけでございますけれども、幅を見て全部足し上

げますと、大体500万人から600万人という数字が出てまいります。 

   この幅が持っている理由は、１つは、政策のターゲット、終了期間が2005年だ

ったり、2007年だったり、2010年だったりするものですからそういうものとか、

サービス業というのは多様で動きが激しいものですから、政府の細かい統計とい

うもの自体に幅があるので、こんな数字になりますが、大体こういうことでござ

います。 

 4



 
平成 15 年第 13 回 議事録 

 
   これは個々の具体的な政策が裏打ちしているということで非常に重要な意味が

あって、したがって、全省庁一体となって取り組んで、こういう分野で雇用創出

の努力をしていただきたいし、期待される分野ということでございます。以上で

ございます。 

（福田議員入室） 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、有識者議員から資料提出がござい

ます。説明は吉川議員お願いします。 

（吉川議員）  「人間力の向上に向けて」、民間議員４名の名前が書いてある紙を私

から御説明いたします。 

    雇用と高等教育制度改革についてであります。まず１番目、雇用制度改革と雇

用機会の創造でありますが、これは従来は、ともすれば、雇用を維持するという

ことに力点が置かれていたわけでありますが、これからは円滑な労働移動、ある

いは多様な働き方の実現、これをアシストするような政策に、力点を移すべきで

はないか。また、政策を行う上で民間の事業者へ委託する、あるいは民間のノウ

ハウをできるだけ活用する、こういうことが必要だと私どもは考えております。 

    下の「・」のところでは、少し具体的なことでありますが、機関補助的な配分

から、個人への補助にする、あるいは若者、とりわけ若年者の職業的自立を促す

ために企業の実習と教育・職業訓練を組み合わせる、そうしたことも必要ではな

いか。あるいは女性や中高年の人に対して雇用を促進する民間の機関、成果があ

がったら、それに応じて報酬を出すといったような工夫も考えられるのではない

か。 

    雇用機会の創造につきましては、たった今、島田先生からお話がありました「530 

万人雇用創出プログラム」にあるように、やはり規制改革が非常に重要なことで

ありますから、これを進めていただく必要があるということであります。 

    それから２番目、これはテーマが少し変わりますが、高等教育制度改革、具体

的には、国立大学の法人化について書いております。御存じのとおり、現在、国

会で法案審議中でありますが、運用面で非常に大きく実体が変わると思いますの

で、とりわけ運用につきまして、大学の自主性・自律性が最大限発揮されるよう、

政府は極力介入を排するという方針でやっていただきたいということであります。 

    ２枚目でありますが、やや具体的なことになりますが、学部・学科の設置、定

員配分等を自由化して、運営に関する大学の創意工夫を生かす、あるいは人事面

で大学の自立性を尊重する。また国立大学法人においては、独立行政法人に準じ

た予算配分が行われることになっておるわけでありますが、この点については、

「宣言- 実行- 評価」のプロセスを確実なものにする。 

    監査とか評価につきましては、大学が情報公開をするのは当然でありますが、

大学として徹底的に情報を公開した上で情報公開は一つにして、あとはその情報

を各機関に利用してもらう。なぜこんなことを申し上げるかというと、同じ情報

公開をするにしても、少しずつ書式が違う報告を幾つもの機関に提出する必要が

あるというようなことになりますと、事務が煩雑になって、大学としては事務処
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理でパンクをしてしまうということになります。したがって、情報公開に関して

は、これは何も臆することなく、大学として完全に情報公開するべきだと当然我々

考えておりますが、事務処理につきましては、できるだけ簡素化するということ

をお願いしたいということであります。 

    それから、運営費の交付金につきましては、明確な基準に基づいて算定する。

その場合に、各大学法人の自助努力を阻害しない仕組みとする必要がある。これ

は具体的に言いますと、やや細かいことですが、複数年度にまたがるようなとき、

剰余金が出た場合など、剰余金が出ると、その分補助金がカットされるというよ

うなことだと、効率化に向けた何の誘因もなくなってしまう。自助努力の誘因が

なくなってしまうわけですから、やや細かいことですが、そういうこともお願い

したい。 

   また現在、国立大学であるために、施設費というのがいろいろ使い勝手が悪い

ところがあるわけです。具体的に言いますと、維持費というようなものも実は計

上されていないわけです。ですから、今回独法化されるに際して、施設費という

と建物がまずイメージされるわけですが、建物だけでなく維持、さらには周辺整

備、キャンパス整備、そういうようなことを含めて、これまた大学が自主性を持

って弾力的・効率的に執行できるようにしていただく必要があるということであ

ります。 

   いずれにしても、国立大学の独法化というのは、大げさに言えば、百年に一度、

控え目に言いましても、半世紀に一度の改革であります。これは大変大きな行財

政改革でもあると言えると思います。したがって、諮問会議として、この問題に

つきましては、今後もフォローしていく必要があると私どもは考えております。 

    本日は、雇用と、それから国立大学の法人化という２つのテーマについて申し

上げたわけですが、分権化、市場を使う、民間の知恵を使う, そういうことが繰

り返し出てきたわけであります。これは雇用政策、あるいは大学の問題だけでは

ありません。あらゆるところに出てくるわけでありますが、その理由は要するに

一言で言えば、知恵というのは草の根に宿っている。だから分権化する必要があ

るわけであります。中央集権が失敗する理由もそこにあるわけであります。雇用

政策の設計、大学の法人化につきましても、関係した省庁にはこの点を深く肝に

銘じてそのスピリットを生かしていただければと考えます。以上です。 

（竹中議員） それでは引き続いて、一昨日、「若者自立・挑戦プラン」というのが

４大臣によってまとめられております。その関連の御発言を平沼大臣、坂口大臣、

遠山大臣の順でお願いいたします。 

（平沼議員）  深刻化する若年失業問題を踏まえまして、今、竹中大臣からもお話が

ございましたけれども、４大臣で議論を重ねてまいりましたが、一昨日６月10日

でございますけれども、「若者自立・挑戦プラン」を取りまとめました。 

    本プランでは、当面３年間で若年失業者等の増加傾向を転換することを目指し

まして、４閣僚で一致協力して人材対策強化でありますとか、創業の活性化など

大胆な政策展開に取り組むことを盛り込んだところでございます。こうした人材

 6



 
平成 15 年第 13 回 議事録 

 
への投資、新たな市場、就業創出のための取組みは、我が国の未来を支える重要

な投資でございまして、政策資源を重点的に投入することが必要でありまして、

その旨、「骨太方針」にも明記をしていただきたいと思っております。 

    いずれにいたしましても、「若年自立・挑戦プラン」を強力に推進するために

は、今後とも４閣僚で密接に連携して精力的に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。プランの内容につきましては、まず、坂口大臣から御説明をいただけれ

ばと思っております。 

（竹中議員） お願いいたします。 

（坂口臨時議員） 平沼大臣から御説明のあったとおりでございますが、今回、「若

年自立・挑戦プラン」の基本的な考え方をまとめたところでございまして、２つ

ございまして、１つは、フリーターや無業者がこれ以上出ないようにするための

対策、それからもう１つは、既にフリーターや無業者となっている者をどうする

かという対策、この２点に分けて考えたわけでございます。 

   まず、フリーターや無業者がこれ以上出てこないようにする対策としては、小

学校段階からの仕事との触れ合い等を通じた職業意識の涵養でありますとか、イ

ンターンシップの推進による勤労観・職業観の醸成等を図りますとともに、企業

実習・教育訓練を組み合わせて一人前の職業人に育てる新制度、「日本版のデュ

アル・システム」を導入したいというふうに考えております。 

   また、若年者が明確な目的をもって能力開発や就職活動ができるように、企業

にはどのような能力を持つ人材を必要としているかを明確にしていただくという

ことも大事でございますので、そういうことを要請したい。若者たちも、どのよ

うな能力を持っているかを把握するための職業能力の強化とか、公証の仕組みの

整備をしたいというふうに思います。さらに，若年者の相談に乗れるキャリア・

コンサルタントの養成も進めてまいりたいと思います。 

   次に、フリーター、無業者となっている者に対する対策といたしましては、地

域が主体となって設けますワンストップ・センターでありますとか、若年向けの

ハローワークなどにおける相談・指導を積極的に行いますとともに、学卒の未就

職者等の通年採用の普及、トライアル雇用の積極的活用など、就職経路の複線化

に対応した就職システムを整備してまいりたいと思います。文部科学省を中心に

しまして、大学、大学院で高度な専門的知識を有する若者を育てるための施策を

拡充することといたしております。 

   また経済産業省を中心に、若者が挑戦し、活躍できる新たな市場、就業機会の

創出に向けて創業、起業の活性化などに総力を挙げて取り組むことといたしてお

ります。また、厳しい経済状況の中ではありますが、企業の皆様が高卒者をはじ

めとして若年者に雇用や実習の機会を最大限に確保していただくことが重要であ

りまして、産業界には従来以上の強力な取組みをお願いしたいと考えております。 

   さらに、施策を推進していくに当たりまして、地域の主体的な取組みとして、

その実情に応じて総合的な情報提供や相談を行う若年者のためのワンストップ・

サービスセンターの整備を推進してまいりたいと考えております。 
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   この「若者自立・挑戦プラン」の実施に当たりまして、これまで以上に現場レ

ベルでの連携が重要でありますので、今後とも各省とも一層連携協力しながら、

いわゆる現場での地域での、着実な実施を目指してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。遠山大臣お願いします。 

（遠山臨時議員） 今、平沼・坂口両大臣から御説明のありました「若者自立・挑戦

プラン」に合わせまして、我が省としましても、ちょうど同じような問題意識を

持っておりましたので、全面協力をしていこうということで取り組んでおります。 

   皆様のお手元に１枚の半裁の少しカラフルなものがあると思いますので、ちょ

っとごらんいただきますればありがたいと思いますが、初等・中等教育からフリ

ーターまで、それぞれに応じた適切な支援を展開するということでございまして、

将来の職業的自立というものを促進していくという考えのもとに、それぞれの年

齢段階に応じて、こういう政策を展開しようとしております。 

   一番左が「新キャリア教育プラン」でございますが、これは小・中学生、高校

生を中心に、子供たちの発達段階に応じまして、１つは、学校全体で体系的なキ

ャリア教育を行うと。２つ目には、職業体験のような学習をさせていく。３つ目

には、実際に就業体験するインターンシップというものを強化していく。これら

の活動を通じて、しっかりした職業観・勤労観というものを醸成していく。これ

を小学校高学年から一貫して組織的・系統的に行おうとしているプランで新プラ

ンでございます。 

   先ほど総理からも御承認をいただいているわけでございますが、規制改革の中

で石原大臣ともいろいろお話をいたしまして、高校について、こういう職業上の

いろんな知識・技術に身につけるための公設民営的な考えをできるだけ早く導入

しようということで、今年度内にそういうことについて検討することにいたしま

した。検討の場は中教審でございますけれども、手っとり早くは、通信制、定時

制でございますが、一般の高校も含めまして、そういうことについて検討してい

こうということでございまして、今のプランとも連携を持つことができるかと思

っております。 

   キャリア教育につきましては、昨年から専門家による検討会議を開催しており

まして、７月初めには中間報告をおまとめいただく予定でございまして、それを

踏まえて、本年度中にキャリア教育推進の手引きを作成して、来年度から、それ

の普及を図っていくという予定でございます。 

   ２番目が「キャリア高度化プラン」でございますが、これは大学及び大学院に

おいて、高度で専門的な知識を備えた若者を育てるプランでございます。昨年度

から開始した「21世紀ＣＯＥプログラム」、これは国公私立大学において、世界

水準の研究拠点を選んで研究と後継者養成に当たってもらうものでございまして、

昨年度は５分野で計464件の応募があって、50大学113件が採択されましたが、そ

れから今年からは、特色ある優れた教育を行う大学、いわば「教育版のＣＯＥ」

なども考えておりますし、それから来春から発足いたしますロースクール、ビジ
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ネススクール、ＭＯＴ、これはマネジメント・オブ・テクノロジーでございます

が、これをはじめとする専門職大学院の設置を促進いたしまして、高度専門職業

人の養成ということをやっていこうと思います。今、各大学はこれに向けて大変

興味と関心を持っていただいて御努力が始まっているところでございます。 

   それから「フリーター再教育プラン」でございますが、これは主に専門学校な

どを活用して、フリーター、それから高校中退者、社会人を対象にして多様な実

務的な教育の機会を提供するプランでございます。これも実際上のいろんな具体

的なプランを進めております。 

   これらの３つプランに加えまして、下の方にございますように、厚生労働省と

連携して「日本版デュアル・システム」を導入すること、高校を活用した「学び

直し」の機会の提供、それには先ほどの公設民営的なオープンな仕組みというの

が有効ではないかと思いますが、そういうようなことを推進してまいるつもりで

ございます。 

   こうした一連の施策の推進に当たりまして、企業側の積極的な協力が大変重要

でございまして、その意味で産業界への提言の中で今回「インターンシップの積

極的な受入れ」でありますとか、「キャリア教育充実への協力」というものが平

沼大臣のイニシアティブで取り上げられておりまして、これは大変ありがたいと

思っておりますが、それは単にお題目ではなくて、ぜひともその点を全国に周知

徹底していただきたいと思っております。そんなふうに進めたいと思います。 

   ほんのちょっと短い時間でございますが、「人間力の向上」について、先ほど

吉川議員の方からお話がございました。これについてちょっとコメントさせてい

ただきたいと思います。 

   今、国立大学法人法案に関しましては、衆議院を終わって参議院で議論中でご

ざいまして、会期末を迎えた厳しい審議日程の中で、今国会中の成立に向けて全

力で取り組んでおります。大学のあり方については、21世紀の知の創造の拠点と

いうことで、高い期待が寄せられている反面、いろんな問題が指摘されているこ

とは承知しておりまして、この法人化を一つの大きな契機として各大学が自律

的・自主的に取り組んでもらうということをやろうと思っていまして、大学は確

実に大きく変わり始めていると思います。我が省としましては、この法人制度の

運営に当たって、「ＰＬＡＮ- ＤＯ- ＳＥＥ」の考え方などを徹底して過度の関

与を抑えて、大学の自己責任による改革努力を支援する立場でございます。 

    そういうことで、行財政改革という視点よりは大学改革を通じて活性化してい

く、それがまた経済にも反映していくというようなことを考えているわけでござ

います。それで、こういう大学の自主・自立の支援に徹したいと考えております

ので、この点を経済財政諮問会議においても十分に御認識をいただきたいと存じ

ます。 

    それから、法人化について「骨太第３弾」に盛り込まれます場合にも、そうい

った我が省の基本的な考え方を踏まえた書きぶりとなりますように、事前に十分

に御相談をいただきたいと存じます。以上でございます。 
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（竹中議員） ありがとうございます。資料に基づく御報告の最後になりますが、福

田官房長官から男女共同参画会議において取りまとめられました「女性のチャレ

ンジ支援策」について御紹介をお願いします。 

（福田議員） それでは御説明申し上げます。資料がございます。男女共同参画会議

が小泉総理の指示をいただきまして約１年間審議を行い、去る４月８日にまとめ

た「女性のチャレンジ支援策」、これに基づいて申し上げます。 

   まず、１ページ目でございますけれども、なぜ女性のチャレンジ支援が必要な

のかということにつきまして、３つの基本的な認識を示しております。第一に、

豊かで活力のある社会の実現、男女共に生きがいを持った充実した暮らしのため

には、意欲と能力のある女性が活躍できるような社会経済の構造改革が必要であ

るということであります。 

   第二に、国連開発計画の、女性の活躍度を示すジェンダー・エンパワーメント

指数というものがございますが、その指数で見ても、日本は66か国中32位にとど

まっているということで、世界の中でも女性の活躍状況が低水準にあります。 

    第三に、多様な人材を確保し、新たな価値・発想を積極的に取り入れていくと

いうことなど、企業などの組織の活性化の大きな鍵になるのが女性の能力の発揮

であります。 

    次に、具体的にどのようなチャレンジが必要かということにつきましては、こ

れらの基本的な認識のもとに、政策・方針決定過程に参画し、活用することを目

指す「上へのチャレンジ」、それから起業家、研究者・技術者等の従来女性が少

なかった分野に新たな活躍の場を広げる「横へのチャレンジ」、子育てや介護等

で一旦仕事を中断した女性の「再チャレンジ」という３つのチャレンジが重要で

あるということであります。 

    ページをめくっていただきまして、支援策の方向でありますが、まず、数値目

標の設定であります。実は1990年、今から十数年前の国連ナイロビ将来戦略勧告

というのがございまして、そこで指導的な地位に占める女性の割合を1995年まで

に30％にするという国際的な目標が既に示されております。現在、我が国おける

女性の活躍が十分でない状況を勘案しますと、社会のあらゆる分野において、2020

年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30％になるよう期待すると

いうことを表明いたしております。このためには、各分野での自主的な取組み、

例えば様々な積極的改善処置（ポジティブ・アクション）でありますが、その推

進が重要であります。 

   また、地域においてチャレンジしたい人が、いつでもどこでも誰でも、再就職

や、起業や仕事と子育ての両立支援に関する情報を１か所で手に入れられるよう

な関連情報のワンストップ・サービス化、ネットワーク化を促進すべきであると

いうことであります。 

   なお、このようなネットワークの形成というのは、女性のチャレンジ支援のた

めだけでなく、若年層の雇用、また中高齢者の再就職にも役に立つものと考えて

おります。 
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   それから、資料の次ページ以降につきましては、雇用、起業、ＮＰＯ、農業、

研究、行政、国際等の様々な分野における支援策の方向を示しております。 

   以上まとめさせていただきますと、最初に述べましたが、今後、我が国経済の

活性化を図るためには、女性の能力が十分に発揮できる体制を整備することが不

可欠でございまして、経済、財政のあり方を考える際にも、男女共同参画社会の

実現を目指して、関連情報のワンストップ化、ネットワーク化を図るなど女性の

チャレンジ支援策に積極的に取り組んでいくという視点をぜひ御考慮いただきた

いと思っております。 

   以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、御議論いただきたいと思います

が、時間の関係もありますので、基本方針2003」の集約に向けてという観点から

ぜひ御議論をお願いしたいと思います。 

（坂口臨時議員） 30秒だけよろしゅうございますか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（坂口臨時議員） 多様な働き方でございますが、派遣型労働の方は、お約束どおり

法案は通りましたから、それから契約型は来週通りますから御報告だけ申し上げ

ておきます。 

（小泉議長） これ、75か国中69位、日本女性の経済活動状況、これ、ほんと、どう

いう基準なんですか。 

（福田議員） 日本の女性の活躍状況というのは本当に低いんです。例えば、国家公

務員でも女性の割合は、管理職でいいますと1.4％、アメリカは23％、イギリス17％、

フランス19％です。それから一般の管理職ですね、これも日本は8.9％ですけれど

も、アメリカは45％、カナダが35％、ドイツが26％、こういうようなことで、日

本の女性の進出割合というのは極めて小さいということでありまして、このこと

は多いに反省をしなければいけない。男としても。要するに女性が働きやすいよ

うな環境をつくるというのは、反面では男性の責任でもある。ですから、男女共

同参画というのは、これは男性がいかにそういうことに対する理解を示すかとい

うことだと思うんですね。 

（竹中議員） 片山大臣、牛尾議員の順番でお願いします。 

（片山議員） 「若者自立・挑戦プラン」、これはなかなかよくまとめていただいて、

いいことを書いておりますが、私はまた例によって実務的なことを言いますと、

誰がどういう責任を持ってやるのかということ、基本的にお金をどうするのか。

そうなりますと、直轄でやるわけではないので、やはり府県なり大きい市なりに

やってもらわざるを得ないのです。それから、雇用創出・雇用確保というのは、

この間の統一地方選でも最大の争点です。どうやって地方で雇用を確保するかと

いうことになると地方公共団体にやってもらわざるを得ないので、そこのところ

実際どうやって進めるか。書いてあることは全部やれればいいけれども、例えば、

ワンストップセンターをつくる、デュアル・システムというのをやる、現に東京

都なんかやっていますがあまりうまくいっていないようで難しい。そういう関係
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がひとつ要るのではないでしょうか。このように思いますし、画一的に国から決

めて押しつけたらうまくいきませんよ。地方が選択できるという仕組みですね。

そこのところの考え方やどう進めるかというところがないですが、基本的な考え

方はいいと思いますよ。 

   それからもう１つは、業種は各省でそれぞれ所管があります。４大臣が中心に

なるのはいいけれども、関係のところを全部糾合した方がうまくいくのではない

でしょうか。例えば、情報通信なら私のところ、国土交通省にもある、農林水産

省にもあります。総体で若者の雇用創出をするとすれば、みんなで協力した方が

ずっといいので、そのへんはどうですか。 

（坂口臨時議員） ここは地方に任せましても、地方のお役人もやったことがないわ

けです、雇用の開発なんていうようなことは。ですから、ここは民間の力を借り

る以外にないと私は思っています。ただし、そこは地方も入っていただく。そし

て、それぞれの地域でやり方を考えていただく、やり方までこうする、ああする

と言っても、おっしゃるようにできないわけです。ただし、進めていくのには若

干のお金は要ると思います。だけど、そんなにたくさん要るわけではない。だか

ら、ワンストップ・サービスの方はうちの方でやる。これは労働局の方で窓口を

つくって、それはやらせていただくということにしないとなかなか進みませんか

ら。 

（片山議員） 民間でやるといっても、民間にはできる人はもっといませんよ。就職

あっせんみたいなことは、商工会議所にやらせるのですか。 

（坂口臨時議員） 民間におりますよ。大分できてきましたから。 

（片山議員） だから、そこの実施体制です。 

（島田内閣府特命顧問） 今、若者の就業の問題は、若者が就業しやすくするという

観点から大変御議論をいただいているわけです。どこへ就業するかというのは、

これは雇用機会がなければいけないんですけれども、「530万人雇用創出プログラ

ム」の方でそれを受け止めようとしています。今片山大臣がおっしゃいましたよ

うに、個々の業種には個々の問題がたくさんあるだろうと。まさにそのとおりで、

配布の分厚い資料は今日は報告しませんでしたけれども、大変な努力を個々の政

府部門がディテールにわたってやっていますから、ちょっと見ていただくだけで

もすごいんですね。ものすごく努力してやりました。日本の政府というのは、や

ると思ったら相当やるんだなと実感いたしましたが、この実現を見ていてくださ

い。基本は、主体は何かというと規制緩和です。民間がたくさんの貯蓄を持って

消費したいんだけれども、既得権グループがそれを抑えているものですから入れ

ないんですよ。それをばらしますと民間は堰を切ったように流れ込みます。その

メカニズムが主体なんです。主体は政府じゃないんです。市場なのです。規制改

革、それを大臣ひとつよろしくお願いします。それが主体だと、市場が主体だと

思っていただきたい。政府はそれを支援するということです。 

（竹中議員） 今の問題、例えば、こういう御理解でいかがでしょうか。これは、実

は「530万人雇用促進プログラム」のときも可能性があったんだけれども、一体誰
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がやるんだという問題があって、それについて特命顧問として実際に事業者に対

するアドバイスも含めて、随分島田顧問にやっていただきました。それで今度チ

ームをつくって実際の作業部隊をつくって、こういう形でやっていただいた。こ

れも実は４大臣で今までまとめてきたのを、作業ベースでどのように移していく

かということについて、この４大臣会合に一度島田顧問に来ていただいて、その

オペレーションのことを引き続き検討していくと、そういうような仕組みでいか

がでしょうか。 

（平沼議員） それから、片山大臣が言われた重要な点で、相当予算措置も必要だと

思うんです。アウトソーシングをして民間が育ってきていますから、そういうと

ころがやりたいというインセンティブを与える、極端に言えば、これは限られた

予算ですけれども、成功報酬的なインセンティブも与えるということで、非常に

今財政は厳しいですけれども、いろいろ工夫が必要だと思います。しかし予算が

なければできないと思います。 

（島田内閣府特命顧問） 若干の予算は必要ですね。 

（片山議員） 一種の仕組み、それがないと。それを十分御議論、御検討いただけれ

ばいいと思います。 

（竹中議員） もう一度言わせていただきます。４大臣のところに島田先生に来てい

ただいて、それを実行する計画みたいなものを担当、責任、それと予算も含めて

総合的に詰めていくと。 

（平沼議員） とりあえず、関係の４大臣ですけれども、おっしゃるように幅広く、

特に530万人計画におけるＩＴは主に総務省で行っていますが、その辺の連携はき

ちっとやって、御協力いただかなかったら前に進みませんから、それはそれでま

たひとつよろしくお願いしたいと思います。 

（小泉議長） 今も担当決めてやっているんだよな、この530万人計画にのっとって。

幾つかの担当を決めて、局も決めてやっているんだよ。個人だって、今度成功報

酬をとっていいわけでしょう。仕事を見つかったら幾らか払う、それでも就職し

たいと。金をとっちゃいけないというのを金をとってもいいと。個人、個人でで

きるようになっているんだよな。 

（島田内閣府特命顧問） 多少の予算をつけて規制改革をしていくというのが基本だ

ったんですね。 

（片山議員） 地方の意見も聞いてください。 

（竹中議員） それでは、関連でどうぞ。 

（本間議員） 私、この問題を、予算編成上どういう具合に扱っていくかというのは、

非常に重要なテーマではないかと思っております。複数の省庁が共通のテーマに

どう取り組むか、施策としてどのようにカップリングしていくかということなの

ですが、これまでは縦割りになっております。例えば、この予算を経済産業省が

要求を代表でするということにするのか、あるいは複合的な形でやるのか。各省

はほかの施策との関係の中で、新たにここのところで金を食うような形でやりた

くないという思惑が働こうと思っておりまして、その辺の予算編成上の工夫をぜ
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ひお考えいただきたいと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） １つは今、島田先生が発表された「530万人雇用創出プログラム」、私

はつぶさに読みまして、特に「１」、「２」の個人向け・企業向けのサービスと

いうのは、実は成功した場合と成功しない場合で140～150万人も違うわけですね。

ここが日本は一番伸びていないんです。ワーキンググループの分野別に、こうや

って各省が全部張りついたのは初めてのケースで、これはぜひ大臣も見ていただ

いて、非常に関心を持ってやれよということを言わないといかんと思うんです。

それが今度、片山大臣がおっしゃるように最終的には地方なんです。大都市が大

きいと思いますけれども、それをやることによって、雇用がどう拡大したかとい

うことは、大きなその省の成果にしたいと思うんです。そういうふうな詰め方を、

何人増えたか、それは同時に規制撤廃の成果でもあるわけです。経済活性化とい

うのは雇用が増えることが最大の成果であるという認識をして、大臣以下、局長、

課長に何人増えたかということを２か月ごとに報告させるというぐらいの具体的

な運用をしなければならないと。 

   島田先生に申し訳ないけど、やはりこれを見ていると、国土交通省もかなり強

いのと、情報関係が満遍なく散らばっているけれども、総務省が非常に大きいん

ですね。総務省と国交省は、これを進めるときにはぜひ入れた方が私はいいとい

うふうに考えます。これはせっかく、珍しくこうやって実際のペーパーも個人の

名前まで入って担当が決まっているわけですから、成果を雇用の数の増大で２か

月に１回ここで報告するというぐらいのことをすれば、大変なインセンティブに

なるというふうに思います。 

   それから第２番目は、福田長官の女子の問題でありますが、日本は本当に遅れ

ているんですね。遅れていないのは小泉内閣の大臣の数ぐらいのもので、あとは

皆非常に低いわけです。実は我々が試験をしましても、成績だけでとると女性が

７割ぐらいになっちゃうんです。成績だけで採用しようと思うと。この辺はやや

オフレコだけれども、面接して男性の点を加点しなければ、男性が採れないぐら

いに女性というのは優秀なんです。特に最近は研究開発でも女性の役割は大変に

大きくなってきた。そういう意味では、いろんな議論はありますけれども、今、

長官がおっしゃるように、30％の目標というのは何らかの形でつくっていった方

が励みになっていいだろう。 

   それから，分野別に非常に差があるんですね。男性の職業のところはひどいわ

けです。それは依然としてハラスメントはあるし，それはどこの分野とは言いま

せんけれども、分野別に、まだ封建主義が残っているのは日本の悲劇的なところ

ですね。そういう点では近代化という運動の中で考えていく。環境をつくるとい

うのは文化革命的な要素も非常に大事だということを入れて、坂東局長、大いに

頑張っていますけれども、やはり各大臣が一緒に後押ししていかないと、これは

簡単にはできないものだろうと。 

   それから、最後に国立大学法人問題ですが、今日も遠山大臣は大変に自主的に
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自由に大学を尊重してということを答弁されていて、結構、野党の質問もいいこ

とを言っていましたね。野党の方の言うことに僕は共鳴したこともあったけれど

も、ぜひ、大臣がおっしゃっている方向で事務全体が動くようにしてほしいと。

私のところなんかメールや手紙がたくさん来まして、実際はそうじゃないぞとい

う声があるわけです。官庁が、今日は文科省の局長が来ているから申し訳ないけ

ど、何から何まで手を下そうとしたがるところがあって来るわけです。そういう

意味では、いじめの世界と一緒でなかなか表に出ませんけれども、おっしゃる内

容は遠山大臣のおっしゃるとおりです。これを100％実現してほしい。法律も、こ

れを通すために第１段階としての法律化ですから、このとおりだったら自由度は

低いんですね。執行面でできるだけ自由にするということを指導していかないと、

その執行する人がもっとかたくなると、これはおしまいですから、今日答弁を聞

いていまして、また野党の指摘、問題点にも非常に傾聴するものがあるから、そ

ういう点で今日のあれを100％完遂するということをぜひお願いします。 

（遠山臨時議員） もちろん、そのためにやるわけでございますので、しっかりやり

たいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。本間議員どうぞ。 

（本間議員） 今の牛尾議員のお話と関係するわけですけれども、実務的には独法化

に伴いまして現場は大混乱をしている。それへの対応で大学のスタッフが時間・

労力をとられているような状況でございます。私は過渡期のときにはやむを得な

いという具合には思っておりますけれども、本来の国立大学法人の自主性・独立

性というものをどう担保していくかという点に関して、事務方との関係の整理も

含めて、ぜひ大臣にリーダーシップをとってやっていただきたいという具合に思

っております。これは極めて強い懸念を我々持っております。 

（遠山臨時議員） 百年に一度の大改革ですので、移行期の１～２年は混乱が生じて

当然ですね。混乱が生じなければ改革はないわけですから、今まで放っておいて

全然改革ができなかったわけですから、私どもとしては、国費を投入する観点か

らしっかり見るところは見るけれども、内容については、各大臣が本当に自主性・

自律性でやってくださいと、細々としたことは言わないということで徹底したい

と思っております。今はとにかく移行期で、どんなふうに移行していいか教えて

くれということで、様々に相談に乗っているという段階です。それから学内で細々

と意思決定するまでの資料を要求し過ぎているという面もあると思います。いず

れにしましても、大きな目的を持っておりますので、そこはしっかりやりたいと

思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。「骨太」に織り込むべきものは織り込んで、

その後の対応が必要なものは、またぜひ考えていきたいと思います。雇用・教育

につきまして、総理ございますか。 

（小泉議長） 雇用は、人間、人材ですから、職業体験、これは小中学校からがいい

ね。いざ就業しようという段階になって、若い人では自分の希望もわからないし、

仕事の内容もわからない人が非常に多いんですよね。だから、小中学校から仕事
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とはどういうものなのか体験する、これは非常にいいと思うから進めていただけ

ればと思います。 

（遠山臨時議員） もう昨年度からやっておりまして、子どもたちが、それぞれの地

域の店に働きに行ったり、様子を見に行ったりということで、大分職業というも

のへの自覚が変わってきているんです。 

（小泉議長） 親の仕事場はあまり見せたくない人も多いだろうから（笑）。 

（遠山臨時議員） とにかく雇用してもらわないと困るものですから、そちらの方を

よろしくお願いします。 

（平沼議員） うちの子どもも政治家だけはなりたくないと言っています（笑）。 

（竹中議員） それでは、遠山大臣、坂口大臣、島田顧問、どうもありがとうござい

ました。 

（遠山臨時議員、坂口臨時議員、島田内閣府特別顧問退室） 

 

○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」の取りまとめに向けて 

（竹中議員） それでは、残されました時間で「基本方針2003」の素案についてでご

ざいます。これは、もちろんまだ素案でありますし、全体が調整中であります。

特に、その中でも今各省庁にいろいろ御意見を伺っている段階でありますので、

これからしっかりと皆さんの御意見を伺いながらよいものにしていくという段階

でございます。構成とか簡単な点だけ小平統括官、御説明してください。 

（小平内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料で簡単に御説明を申し上げます。 

    前回、骨子で御説明を申し上げましたように、第Ⅰ部は「日本経済の課題」と

いうことでございまして、１ページをごらんいただきますと、「日本経済の体質

強化」というのが１.でございます。次が「デフレの克服」ということで、１ペー

ジの下の方に依然としてデフレが続いているということ、２ページにまいります

と、デフレを早期に克服することが重要な課題だということが書いてございます。 

   次に３.でございますが、「『３つの宣言』と『７つ改革』」ということで２ペ

ージ目の下の方、(1)が経済活性化ということで、宣言は「民間の活力を阻む規制・

制度や政府の介入を打破して、民間需要を創造する」というようにしてございま

す。２ページの下の方から３ページ目にかけまして内容がまとめてございます。 

   ３ページ、(2) 国民の「安心」の確保でございますが、「持続可能な社会保障

制度を構築し、若者が将来を展望でき、高齢者も安心できる社会をつくる。」と

いうふうにしてございます。内容のまとめは３ページから４ページにかけてでご

ざいます。 

   それから４ページ、「(3) 将来世代に責任が持てる財政の確立」ということで、

「財政を破綻させず、成果を重視する政府を作る」ということで、４ページの真

ん中の最後の方に「政府の規模を中長期的にも50％程度にとどめることを目指す」

というように書いてございます。 

    ５ページ目以降、大きなⅡでございますけれども、具体的な取組ということで、

第１が「規制改革・構造改革特区」でございまして、これは現在、ここに書いて
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ございますような項目で作成中でございます。 

    次に６ページにまいりまして、第２が「資金の流れと金融・産業再生」という

ことでございまして、改革のポイントを５点書いてございます。括弧にございま

すように、郵貯、簡保、政策金融についても調整して追加をできればということ

でございます。金融システム、直接金融の拡大・充実、公的な支出の規律を高め

る、公的債務のリスクを適切に管理する、産業再生等でございます。 

    次に７ページでございます。「３. 税制改革」ということでございまして、内

容的には引き続き包括的・抜本的な税制改革に取り組むこと、社会保障制度、国

と地方の関係等でございます。 

    次に８ページに移らせていただきまして、「４．雇用・人間力の強化」という

ことでございまして、ただいま御議論のございました530万人雇用の関係、それか

ら「若者自立・挑戦プラン」、あるいは８ページの下の方に長期失業者への対応、

９ページ目にまいりまして、女性・中高年、あるいは男女共同参画社会、ワンス

トップでの情報提供等が書いてございます。(2) が「雇用機会の創造」というこ

とで、「530万人雇用創出プログラム」のほか、公的サービスのアウトソーシング

の計画的な推進、起業、ベンチャー等が書いてございます。 

  ９ページの下の方が「教育制度改革」ということで義務教育、それから10ペー

ジにまいりまして、先ほどお話のございましたキャリア教育等についてまとめて

ございます。 

    11ページ、社会保障制度でございますが、これも作成中でございます。「改革

のポイント」に４点書いてございます。(1) が全体の考え方、(2) が年金制度、

給付と負担の改革を行う必要があるということでございます。(3) が医療の関係、

(4) が年金・医療・介護・生活保護など、社会保障サービスを一体的にとらえて、

制度の設計を相互に関連づけて行うということでございます。具体的手段につき

ましては、現在、調整作成中でございます。 

    13ページは「“国と地方”の改革」でございます。これもこれから作成すると

いうことでございます。 

    それから14ページにまいりまして、「予算編成プロセス改革」ということでご

ざいます。これも諮問会議で審議をして参りました内容のまとめというような形

になっております。基本的には「宣言・実行、評価」という予算編成プロセスの

確立を進めるという観点から、その進め方について、14ページの下の(2) に書い

てございます。 

    15ページは平成16年度予算において、こういう新しい予算の仕組みをモデル事

業として試みるということでまとめてございます。 

    最後の16ページでございますが、「16年度経済財政運営と予算のあり方」とい

うことで平成15年度、16年度の日本経済の見通しといいますか見込み、それから、

当面の経済財政運営の考え方ということで、下の方でございますけれども、「３

つの宣言」を実現するために、引き続き、規制、金融、税制及び歳出の構造改革

を一体的かつ整合的に実行することにより、民間需要が持続的に創出される環境
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を整備していくというふうにしてございます。内容が下に簡単にまとめてござい

ます。 

    17ページにまいりまして、(2) が「中期的な経済財政運営の考え方」というこ

とでございます。できる限り早期のプラスの物価上昇率の実現に向けて取り組む。

「改革と展望」の基本的な考え方をここにまとめてございます。プライマリーバ

ランスの2010年代初頭の黒字化を目指すということも書いてございます。 

    ２が「平成16年度予算における基本的な考え方」ということでございまして、

下の方にございます(1) が「歳出改革路線の堅持と財政の持続可能性の確保」と

いうことで、下の２行に書いてございますように、現在の財政の状況に鑑み、平

成16年度予算においても、昨年度同様の歳出改革路線を堅持する。また、国債発

行額についても極力抑制するというふうに書いてございます。 

    18ページ、(2) が「予算編成に当たっての重点と抑制の考え方」ということで、

(i) が重点化の考え方ということで、最初のところは民間のイニシアティブを引

き出すための以下のような政策と予算の組み合わせという手法を重視するという

ことが書いてございます。下の方は重点４分野でございます。それから、下の方、

抑制の考え方でございますけれども、単価の引き下げ、総人件費の抑制等につい

て書いてございます。 

    最後の20ページは、先ほどの530万人雇用のごく要点を別紙ということで具体的

な施策を各分野ごとにまとめたものでございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。先ほど申し上げましたように、各省で今協議

をしていただいております。調整中でありますので、それを通していろいろ御意

見、細かいことを賜りたいと思います。また、大きなところでは規制改革、国と

地方については、これからでございます。今の時点で特に御意見がございました

らどうぞ。塩川大臣、片山大臣、牛尾議員の順番でお願いいたします。 

（塩川議員） ４ページですかね、私、４ページまでしか読んでいないんですが、４

ページのところで宣言がありますね。その中で「財政を破綻させず、成果を重視

する政府を作る」と書いていますが、「財政を破綻させず」というのは非常に消

極的な……。 

（本間議員） これは「財政に対する信認を失わない」というような形で修文を考え

たいと思います。 

（塩川議員） 修正してもらわないとちょっとおかしいね。 

（本間議員） これは変えております。 

（塩川議員） 「財政を改善し」ぐらいの言葉を、それじゃ結構です。まだ、続きを

読んでいないんです。しかし、一つずつ頼みます。同じ文言がずっと並んで、こ

の前も言いましたように、うどん屋の天ぷらみたいに衣が多過ぎるんで、ちょっ

とそれを落してもらうようにひとつ……。 

（本間議員） 皆さんが衣ばかり持ってきますので。 

（竹中議員） 時間がございますので、片山大臣。 

（片山議員） 時間がないから多くは言いませんが、この前私が言ったことは直って
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いない。直してくれると思うから発言した。それからほかにもいっぱいある。小

平さん、各省が言ってきたものは、あなたは忙しいかもしれないけれども、あな

たでもあなたの代理でも、真剣に聞いて調整してやってください。みんな一生懸

命やっているのだから。それをしないと、この方針に対する評価が変わってくる。

時間がかかるから、たくさんは言いません。ぜひ責任を持ってよく調整してくだ

さい。聞く耳を持たぬようなことはいけない。忙しいと言って会わないとかとい

うから、そんなことはないだろうと私は言っているのだけれど、お願いします。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 特にありません。 

（竹中議員） 平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 私は、この「３つの宣言」中で、経済活性化ということが第一番に入

ったのは高く評価したいと思います。この３つの宣言がかけ声だけに終わっては

ならない、当たり前のことですが。この基本方針案の構成に即して言えば、第Ⅰ

部で示された基本的な考え方が第Ⅱ部の具体策、第Ⅲ部の来年度予算編成方針、

これにきちんと反映される、そのことが重要だと思います。第Ⅰ部で経済活性化

が強調されているわけですから、第Ⅱ部、第Ⅲ部でそれがしぼむようなことがあ

ってはならなくて、やはり脈略はしっかりつけていく、このことは私は必要だと

思っております。 

    それからもう１つ、民間委員から財政規律の維持との両立を図りながら、未来

に向けた経済活性化対策をきちんと位置付けるべきとの指摘がありました。これ

は私どもは非常に重要だと思っておりまして、従来のやり方を単純に踏襲するの

ではなくて、メリハリのある大胆な資源配分、そのことについては私どもは民間

議員と同じ考え方ですから、そこのところはきちっとやっていただきたいと思い

ます。これはまだ素案ですから、またいろいろと言わせていただきたいと思いま

す。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。全体につきまして、総理。 

（小泉議長） 素案を整理して進めていきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、本日の会議はこれで終了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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