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平成 15 年第 13 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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 

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） 
  
○｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」素案 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
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○雇用・教育について 
（竹中議員） 議題に入る前に、福井総裁から金融政策決定会合について御発言をい

ただく。 
（福井議員） ４月以降検討してきた資産担保証券の買い入れ措置だが、昨日の政策

委員会で正式に決定した。 
    ポイントの１つは、裏付けとなる資産であるが、ＢＢ格など相対的に信用度

の低いところまですくい上げることとした。その分、日本銀行は通常より強いリ
スクをとる。 

   もう１つは、市場における募集価格をベースに日本銀行が買い入れることなど
で、市場メカニズムを歪めないようにする。 

   買い入れ額の目途は、まだ市場がほとんどないような部分ということもあり非
常に難しいが、当面、１兆円を限度にしたい。 

   今後、実務的に詰めていき、７月末までには買い入れを開始したい。狙いとし
ては、将来性のある資産担保証券市場の発展をサポートすること、中堅中小企業
金融の円滑化をサポートすること、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、という３点である。 

（平沼議員）  かねてから、売掛債権に着目した保証制度は経済産業省で取り組んで
きた。今回、日銀の信用をバックに行われるのは、中堅中小企業にとって非常に
よいことであり歓迎する。これから日銀と連携をとりつつ、その他の中小企業向
けの金融対策についても前向きに検討していきたい。 

（竹中議員） 引き続き積極的な政策対応をお願いします。では、「雇用・教育」の
問題。昨年総理から、「『人間力戦略』について議論を」という御指示があった。
これを受け、「基本方針 2002」においても、経済活性化戦略の一つの柱として「人
間力戦略」が議論されている。依然、厳しい雇用情勢の中で、雇用機会の創出、
若年者雇用、女性支援などについて各方面で検討されているが、その成果等につ
いて御報告いただくとともに、今年の「基本方針 2003」の取りまとめに向けた
議論をお願いしたい。 

    まず、島田顧問より、総理の指示を受けて設置された「530 万人雇用創出促
進チーム」における検討状況について御報告いただく。 

（島田内閣府特命顧問） 日本経済は過去５年間、継続的にトータルの雇用が減少し
ているが、同時にサービス産業における雇用は増えている。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更に促進させ、経済構造を近代化させる
考えにより「530 万人雇用創出プログラム」を推進している。「サービス部門に
おける雇用拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査会」が経済財政諮問
会議における専門調査会としてつくられ、平成 13 年５月、緊急報告を出した。
その報告では、公式の統計をベースに、潜在的なサービス産業の需要を満たすこ
とによる雇用創出効果の推計がされているが、今回の「530 万人雇用創出促進チ
ーム」では、その雇用創出を本格化するために、関係府省の局長クラスによる担
当者 18 名からなるチームをつくり、その下に１１のワーキンググループを設置
して総合政策パッケージとして具体的に検討を進めた。 

   その結果はＡ３の資料のとおりである。左側に９つの分野があるが、これは２
年前の報告に即しており、分野ごとに幾らの雇用増が期待できるかを政策に基づ
き積み上げている。 

   Ａの「１」「２」は、市場のニーズとして自律的に増える分野でもあり、過去
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数年間の増加は目覚ましい。個人・家庭向けサービスは、政府として環境整備す
る。例えば、福田官房長官の諮問機関である「観光立国懇談会」が作っているア
クションプログラムでも推進できる。 

   企業・団体向けサービスは、右にあるようなＩＴベンチャー支援などでやって
いける。しかし、３～９あたりは、政策的な支援があった方が伸びる分野で、規
制改革が非常に必要な分野である。社会人向け教育、これは大学等における社会
人受入れの促進、スキルの標準の策定、カリキュラム開発などがある。住宅関連、
特に住宅の流通市場を整備し、質を高めることは、住宅性能評価の政策などで推
進できる。子育て関連、特に保育・子育ては、諸々の規制改革の継続的な実施、
事業所内保育施設の設置促進がある。高齢者ケアについては、総理の指示で進め
ている「安心ハウス」や新しいタイプの住居型サービスの整備などがある。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いった手段で推進
することができる。８番目のリーガルその他専門職種、それから非常に雇用増大
の期待される環境などは、緻密な政策効果を積み上げると、幅はあるが右の枠内
にあるような効果が期待される。 

    資料の下段は、以上のような産業分野を通じ横断的に共通する人材供給の整
備、つまり労働市場の環境整備や、若年者・女性・中高年労働者に対する支援で
ある。労働市場の環境整備では、ワンストップ・サービスセンター設置や、キャ
リア・コンサルタントの養成、４大臣により強力に進められている「若者自立・
挑戦プラン」がある。 
これらを縦横で、幅を見ながら足し上げると、大体 500 万人から 600 万人の

雇用創出という数字が出てくる。数字に幅を持たせている理由は、それぞれの政
策の終了期間が異なっていること、またサービス業は多様で動きが激しいことや、
政府の統計自体に幅があるためである。以上は個々の具体的な政策により裏打ち
されているため、非常に重要な意味がある。したがって、全省庁一体となって取
組み、これら分野で雇用創出の努力をしていただきたい。 

（吉川議員） 「人間力の向上に向けて」（雇用と高等教育制度改革）の紙を説明する。
「１．雇用制度改革と雇用機会の創造」。従来は雇用を維持することに力点が置
かれていたが、これからは、円滑な労働移動、多様な働き方の実現、それをアシ
ストする政策に力点を移すべき。また、政策を行う上で民間事業者への委託、民
間のノウハウをできるだけ活用することが必要。 

    具体的に、機関補助的配分から個人に補助する、あるいは、とりわけて若年
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ことが
必要性。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で成果
があれば、それに応じて報酬を出すような工夫も考えられる。 

    雇用機会の創造は、島田先生からも話があったが、規制改革が非常に重要な
ことであり進める必要がある。 

    ２番目、少しテーマが変わるが、高等教育制度改革。具体的には、国立大学
の法人化である。現在、国会で法案審議中だが、運用面で非常に大きく実体が変
わると思う。運用は大学の自主性・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。 

    ２枚目、具体策として学部・学科の設置、定員配分等を自由化し、運営に関
する大学の創意工夫を生かし、人事面でも大学の自立性を尊重する。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いるが、
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。 
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    もう一つ、監査や評価については、当然のことであるが、大学も徹底的に情
報公開する。ただし、情報公開窓口は一つにし、その情報を各機関に利用しても
らう。同じ情報公開でも、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、事務が煩雑。情報公開に関しては、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が、その事務処理はできるだけ簡素化して欲しい。 

    運営費の交付金については、明確な基準に基づいて算定する。その場合、各
大学法人の自助努力を阻害しない仕組みとする。これは、具体的には、剰余金が
出た場合、その分の補助金がカットされると、自助努力への動機づけがなくなっ
てしまうため。 

   また、現在、国立大学であるために施設費の使い勝手が悪いところがある。維
持費も実は十分に計上されていない。今回独法化される際、施設費も建物だけで
なく、施設維持、周辺整備、キャンパス整備などを含めて大学が自主性を持って
施設費を弾力的・効率的に執行できるようにする必要がある。 

   いずれにしても、国立大学の独法化というのは、百年に一度、半世紀に一度の
改革であり、大変大きな行財政改革でもあるため、諮問会議として今後もフォロ
ーしていく必要があると思う。 

    本日は、雇用、国立大学法人化という２つのテーマについて申し上げたが、「分
権化」、「市場」、「民間」、そういうことが繰り返し出てくる。これは雇用政策、
あるいは大学の問題だけではない。知恵は草の根に宿っている。だから分権化す
る必要がある。雇用政策の設計や大学の法人化についても、関係省庁にはこの点
を深く肝に銘じて、そのスピリットを生かしていただきたい。 

（竹中議員） 一昨日「若者自立・挑戦プラン」が４大臣によってまとめられた。関
連発言をお願いしたい。 

（平沼議員） 深刻化する若年失業や問題を踏まえ、４大臣で議論を重ね、６月 10
日に「若者自立・挑戦プラン」を取りまとめた。 

    本プランでは、当面３年間で若年失業者等の増加傾向からの転換を目指し、
４閣僚で一致協力して、人材対策強化や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。人材への投資・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あり、政策資源を重点的に投入することが必
要。その旨、「骨太方針」にも明記していただきたい。 

    いずれしても、「若者自立・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みたい。プランの内容について、坂口
大臣から御説明いただく。 

（坂口臨時議員） 今回、「若者自立・挑戦プラン」の基本的な考え方をまとめた。
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。もう一つ
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
に分けて考えている。 

   まず、フリーターや無業者がこれ以上出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、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るとともに、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。 

   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
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することが大事であ
り、それを要請したい。若者のためには、どのような能力を持っているか把握す



 

 5 

るための仕組みの整備をしたい。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たい。 

   フリーター・無業者となっている者に対する対策は、地域が主体となって設け
るワンストップ・センターや、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、学卒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たい。文部科学省を
中心に、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
充することとしている。 

   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。また、厳しい経済
状況の中ではあるが、企業が高卒者など若年者のために雇用や実習の機会を最大
限に確保することが重要であり、産業界には従来以上の強力な取組みをお願いし
たい。 

   施策を推進していくうえで、地域主体により、実情に応じた総合的な情報提供
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
いきたい。 

   この「若者自立・挑戦プラン」の実施に当たり、これまで以上に現場レベルで
の連携が重要なため、今後とも各省が一層連携協力しながら、現場・地域での着
実な実施を目指したい。 

（遠山臨時議員） 今、平沼・坂口両大臣から説明のあった「若者自立・挑戦プラン」
について、文部科学省としても全面協力をしていく。 

   一枚紙の資料、「キャリア教育総合計画の推進」について。これは、将来の職
業的自立を促進していくとの考えのもとに、それぞれの年齢段階に応じて、政
策を展開するということ。 

   １番目の「新キャリア教育プラン」について。小・中学生、高校生を中心に、
子どもたちの発達段階に応じて、１つ目には、学校全体で体系的なキャリア教
育を行う。２つ目には、職業体験学習をさせる。３つ目には、実際に就業を体
験するインターンシップを強化する。これらの活動を通して、しっかりした勤
労観・職業観を醸成する。これを小学校高学年から一貫して組織的・系統的に
行う新プランである。先ほど、総理からも御承認をいただいたが、規制改革に
ついて石原大臣とも話をして、高校については、社会人の再教育、実務・教育
連結型人材育成などの特別なニーズに応える等の観点から、公設民営的方法に
ついて、今年度内に検討することにした。検討の場は中教審だが、まずは高校
について検討していく。今のプランとも連携させることができると思う。キャ
リア教育については、専門家による検討会議からの中間報告を踏まえて、本年
度中にキャリア教育推進の手引を作成し、来年度から普及を図っていく予定。 

   ２番目の「キャリア高度化プラン」について。これは、高度で専門的な知識
を備えた若者を育てるプランである。「21 世紀ＣＯＥプログラム」は、国公私
立大学で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。昨年度は、５分野で計 464 件の応募があり、50 大学 113 件が採択さ
れた。今年からは、「教育版のＣＯＥ」も考えている。来春から発足するロー
スクール、ビジネススクール、ＭＯＴ（マネジメント・オブ・テクノロジー）
をはじめとする専門職大学院の設置を促進し、高度専門職業人の養成を行う。 

   ３番目の「フリーター再教育プラン」について。これは、主に専門学校などを
活用して、フリーター、高校中退者、社会人を対象に、多様な実務的な教育の
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機会を提供するプランである。 
   これらの３つプランに加えて、厚生労働省と連携して「日本版デュアル・シス

テム」の導入、高校を活用した「学びなおし」の機会の提供を考えており、そ
れには先の公設民営的なオープンな仕組みも有効ではないかと思う。 

   これら一連の施策の推進に当たり、企業側の積極的な協力が大変重要。その意
味で、今回、産業界への提言の中で、「インターンシップの積極的な受入れ」、「キ
ャリア教育充実への協力」が平沼大臣のイニシアティブで取り上げられたが、
題目だけでなく、是非、周知徹底していただきたい。 
吉川議員の「人間力の向上」について一言。国立大学法人法案に関しては参

議院で審議中であり、今国会中の成立に向けて全力で取り組んでいる。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、いろいろな問題が指摘されていることも承知しており、この法人
化を一つの大きな契機として、各大学には自律的・自主的に取り組んでもらい
たい。文部科学省としては、「PLAN- DO- SEE」の考え方などを徹底して過度の
関与を抑え、大学の自己責任による改革努力を支援していく。 
このように、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

くという視点に立つものであり、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。この点を諮問会議でも認識いただいて、法人化につい
て「骨太第３弾」に盛り込む場合にも十分に御相談いただきたい。 

（竹中議員）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た「女性のチ
ャレンジ支援策」について御紹介いただく。 

（福田議員） １ページ。なぜ女性のチャレンジ支援が必要かについて、３つの基本
的な認識を示している。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ということ。 第二に、女性の活躍度を示すジェン
ダー・エンパワーメント指数が、日本は 66 か国中 32 位と世界の中でも女性の活
躍状況が低水準にある。第三に、多様な人材を確保し、新たな価値・発想を積極
的に取り入れるなど、企業等の組織の活性化の大きな鍵である。 
次に、具体的なチャレンジについて。これらの基本的な認識のもと、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」、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。 

２ページ。支援策の方向は、まず、数値目標の設定。これは国連ナイロビ将
来戦略勧告にならって、社会のあらゆる分野で、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表明しており、このた
めに、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）の推進が重要。 

    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の関連情報を１か所で入手できるようなワ
ンストップ・サービス化、ネットワーク化を促進すべき。なお、このようなネ
ットワークの形成は、若年層の雇用、また中高齢者の再就職にも役に立つと思
う。 

   ３ページ以降については、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いる。 

   以上をまとめると、今後、我が国経済の活性化を図るためには、女性の能力が
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十分に発揮できる体制を整備することが不可欠。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、女性のチャレンジ支援策に積極
的に取組んでいくという視点をぜひ御考慮いただきたい。 

（竹中議員） それでは御議論下さい。 
（坂口臨時議員） 多様な働き方については、派遣型労働の法案は国会を通り、契約

型労働の法案は来週通る予定であることだけ申し上げる。 
（小泉議長） 世界経済フォーラム報告にある日本女性の経済活動状況、75 か国中

69 位。これは、どういう基準ですか。 
（福田議員） 例えば、国家公務員の管理職の女性の割合は、日本は 1.4％、アメリ

カは 23％、イギリスは 17％、フランスは 19％。それから一般の管理職は、日本
は 8.9％、アメリカは 45％、カナダは 35％、ドイツは 26％と日本の女性の進出
割合は極めて低い。男性も責任を感じて、女性が働きやすいような環境をつく
るべきだ。 

（片山議員） 「若者自立・挑戦プラン」について、よくまとめてあっていいことを
書いているが、誰がどういう責任を持ってやるのか、基本的にお金はどうする
のか。こう考えると、雇用創出・雇用確保について、地方団体にやってもらわ
ざるを得ないので、実際どうやって進めるのか。画一的に国から決めて押しつ
けたらうまくいかない。地方が選択できるという仕組みをどうつくるのか。 
また、業種でいえば各省にそれぞれ所管がある。関係のあるところは、皆協

力してやる方がうまくいくのではないか。 
（坂口臨時議員） 雇用創出は地方に任せても、地方もやったことがないから、民間

の力を借りる以外にない。ただし、そこは地方も入ってもらい、それぞれの地
域でやり方を考えてもらう。また、お金は多少は必要だが、ワンストップ・サ
ービスは、労働局で窓口を作ってやらせてもらう。そうしないと進まない。 

（片山議員） 民間といっても、もっと人はいない。 
（坂口臨時議員） 民間にも人はいる。大分体制ができてきた。 
（片山議員） そこの実施体制がどうなるのか。 
（島田内閣府特命顧問） 今、若者の就業の問題は、雇用機会がなければいけないが、

「530 万人雇用創出プログラム」で受け止める。個々の業種については、各省が
細かくやっている。その実現の基本は規制緩和である。民間がたくさんの貯蓄
を持って消費したいけれども、既得権グループがそれを抑えているから入れな
い。それをなくすと民間部門は堰を切ったように流れ込む。主体は政府ではな
い市場である。だから、規制改革をお願いする。 

（竹中議員） 今の問題、こういう理解でどうか。「530 万人雇用創出プログラム」
については、事業者に対するアドバイスも含めて、随分島田顧問に御尽力いた
だいて、さらに、実際の作業部隊をつくって推進していくこととした。今回の
「若者自立・挑戦プラン」についても４大臣でまとめてきたものを、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は、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については引き続き検討してい
くということではどうか。 

（平沼議員） 相当な予算措置も必要だと思う。アウトソーシングをして民間が育っ
ているから、極端に言えば、そういう所がやりたくなるような成功報酬的なイ
ンセンティブも与えるなどのいろいろな工夫が必要。 

（島田内閣府特命顧問） 若干の予算は必要だ。 
（片山議員） 仕組について十分議論、検討いただきたい。 
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（竹中議員） では、４大臣会合に島田先生に来ていただいて、プランの実行計画み
たいなものを担当、責任、予算も含めて総合的に詰めていく。 

（平沼議員） 530 万人計画のＩＴは主に総務省が行っており、この連携はきちんと
するので御協力いただきたい。 

（小泉議長） この 530 万人計画にのっとって、今も担当決めてやっている。幾つか
の担当を決めて、局も決めてやっている。今度成功報酬をもっととっていいこ
とにしようというわけでしょう。仕事を見つかったら幾らか払う、それでも就
職したいと。個人、個人でできるようになっている。 

（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
です。 

（片山議員） 地方の意見も聞いてほしい。 
（本間議員） 雇用の問題を予算編成上どう扱っていくかというのは、非常に重要な

テーマだと思う。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だが、これまでの予算は縦割りな
ので、その辺の予算編成上の工夫をぜひお考えいただきたい。 

（牛尾議員） 一つは「530 万人雇用創出プログラム」。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しない場合で 140～150
万人も違う。ここが日本は一番伸びていない。ワーキンググループで分野別に、
このように各省が全部張りついたのは初めてのケースであり、各大臣も関心を
もっていて欲しい。雇用が何人増えたかは同時に規制撤廃の成果でもある。経
済活性化は雇用が増えることが最大の成果であるという認識で、２か月ごとに
各省から報告させるぐらいの具体的な運用をしなければならない。 

   それから女性のチャレンジ支援策については、日本は本当に遅れている。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、30％
といった何らかの目標をつくった方が励みになって良い。それから、分野別に
は非常に差があると言われる。ハラスメントや封建主義的な雰囲気が残ってい
るのは、日本の悲劇的なところ。やはり、各大臣が後押ししていかないと進ま
ない。 
最後に国立大学法人問題について、遠山大臣が国会でおっしゃるとおりなの

で、これを 100％実現してほしい。法律についても執行面でできるだけ自由にす
るということを指導して欲しい。 

（遠山臨時議員） しっかりやりたい。 
（本間議員） 実務的には、独法化に伴い現場は大混乱をしている。過度期なのでや

むを得ないと思うが、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。我々はきわめて強い懸念を持っている。 

（遠山臨時議員） 百年に一度の大改革なので、移行期の１～２年は大変なのは当然
だ。今まで全然改革ができなかったのだから。文科省としては、国費を投入す
る観点から見るべきところは見るが、それ以外は大学が本当に自主性、自律性
をもってやってもらう。細かいことは言わないということを徹底したい。 

（竹中議員） 「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。雇用・教育について、総理から。 

（小泉議長） 雇用は、人間、人材だ。職業体験、これは小中学校からがいい。いざ
就職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。だから、小中学校から仕事とはどういう
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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う。 
（遠山臨時議員） 従来から取り組んでいるが、子どもたちの職業というものへの自

覚が大分変わってきている。とにかく、雇用してもらわないと困るので、そち
らの方もよろしくお願いしたい。 

 
○「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） では、「基本方針 2003」の素案の議題に移る。この素案全体が調整中

であり各省庁に意見を聞いている段階ですので、これからしっかりと皆さんの
意見を伺いながら良いものにしていく。小平統括官から説明を。 

（小平内閣府政策統括官） 資料に基づき簡単に説明する。 
    第Ⅰ部「日本経済の課題」。１．が「日本経済の体質強化」。２．は「デフレ

の克服」であり、依然としてデフレが続いていること、デフレを早期に克服す
ることが重要な課題だと書いている。次に「３．『３つの宣言』と『７つ改革』」
の「(1)経済活性化」においては、「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。」と宣言し、「(2) 国民の「安心」の確保」
では、「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。」と宣言し、それぞれ内容をまとめている。次に「(3)
将来世代に責任が持てる財政の確立」では、「財政を破綻させず、成果を重視す
る政府を作る」と宣言し、「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」等記載している。 

   第Ⅱ部「構造改革への具体的な取組」。「１．規制改革・構造改革特区」は、
現在、記載してある項目を基に作成中。「２．資金の流れと金融・産業再生」に
ついては、金融システムの強化、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、産業再生など、改革のポイント
にある５点について記載しており、郵貯・簡保、政策金融についても調整して
追加する見込み。「３. 税制改革」の内容は、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、国と地方の関係など。「４．雇用・人間力の
強化」では、「(1)雇用制度改革」で、530 万人雇用の関係、「若者自立・挑戦プ
ラン」、長期失業者への対応、女性・中高年、男女共同参画社会、ワンストップ
での情報提供等について、「(2) 雇用機会の創造」では、530 万人雇用のほか、
公的サービスのアウトソーシングの計画的な推進、起業、ベンチャー等につい
て、「(3)教育制度改革」では、義務教育、キャリア教育等について、それぞれ
記載している。「５．社会保障制度改革」では、【改革のポイント】には４点記
載。 (1) が全体の考え方、(2) が年金制度で、給付と負担の改革を行う必要が
あるということ、 (3) が医療の関係、(4) が年金・医療・介護・生活保護など
の社会保障サービスを一体的にとらえ、制度の設計を相互に関連づけて行うと
いうこと。具体的手段については、現在作成中。「６．“国と地方”の改革」は、
今後作成する。「７．予算編成プロセス改革」では、「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基本的観点に立ち、その進め方を 
(2) に記載している。(3)は、平成 16 年度予算において新しい仕組みをモデル
事業として試みることについてまとめている。 

  第Ⅲ部「16 年度経済財政運営と予算のあり方」。平成 15 年度、16 年度の日本
経済の見込みについて記載し、次に、当面の経済財政運営の考え方として、「『３
つの宣言』を実現するため、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
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境を整備していく」とし、内容を簡単にまとめている。「(2)中期的な経済財政
運営の考え方」では、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
り組むこと、「改革と展望」の基本的な考え方、プライマリーバランスの 2010
年代初頭の黒字化を目指すこと、を記載している。「２．平成 16 年度予算にお
ける基本的な考え方」。 「(1)歳出改革路線の堅持と財政の持続可能性の確保」
として、「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」との
内容を記載。「(2)予算編成に当たっての重点と抑制の考え方」では、「(i) 重点
化の考え方」で、「民間のイニシアティブを引き出すための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、更に重点４分野を記載し、「(ⅱ)抑制
の考え方」で、単価の引き下げ、総人件費の抑制等について書いている。 

   最後に、別紙として「530 万人雇用創出プログラム」の具体的な施策を各分野
ごとにまとめている。 

（竹中議員） 現在調整中でありそこでいろいろ意見を賜りたい。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作成する段階である。今の時
点で何かあれば。 

（塩川議員）４ページの宣言「財政を破綻させず、成果を重視する政府を作る」の「財
政破綻をさせず」は非常には消極的だ。 

（本間議員） その点は、「財政に対する信認を失わない」という形で修文を考えたい
と思います。 

（塩川議員） 「財政を改善し」ぐらいの言葉で。この前も言ったように同じ文言が
並んでいるので、それを落してもらいたい。 

（片山議員） 前回、私が言ったことも直っていない。他にもいっぱいある。時間が
かかるので言わないが各省が言ってきたことは真剣に聞いて責任をもって調整
してほしい。 

（平沼議員） 「３つの宣言」の中で、経済活性化を第一番目に掲げている点を高く
評価したい。「３つの宣言」を掛け声だけに終わらせてはならない。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にきちんと反映されることが重要だ。第Ⅰ部で経
済活性化が強調されているのだから、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い。 

   また、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民間議員の指摘は非常に重要であり、従来のや
り方を単純に踏襲するのではなく、メリハリのある大胆な資源配分をきちんと
やって欲しい。 
まだ素案であり、またいろいろ事務方を通じて言わせていただきたい。 

（竹中議員） 全体について、総理からお願いします。 
（小泉議長） 素案を整理して進めて行きたいと思う。 
（竹中議員） 本日は、ありがとうございました。 
 

 （以 上） 


