
 

平成 17 年第１回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年１月 20 日(木) 17:31～18:24 

2．場  所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    細田 博之  内閣官房長官 

同     竹中 平蔵  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     麻生 太郎  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     中川 昭一  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 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）構造改革と経済財政の中期展望－２００４年度改定について 
（２）今後の諮問会議の進め方について 
（３）その他 

３．閉 会 

 

(説明資料)  
○ 構造改革と経済財政の中期展望－２００４年度改定 
○ 平成１７年の諮問会議の進め方（有識者議員提出資料） 
○ 国の行政組織等の減量・効率化の推進について（麻生議員提出資料） 
 
(配付資料) 
○ 内閣総理大臣からの諮問第１３号について 
 
(概要) 

（竹中議員）  今年１回目の経済財政諮問会議を開催する。諮問会議も５年目を迎えて

おり、民間４議員、福井総裁については平成 17 年１月６日付で諮問会議議員とし

て再任をされている。本年も引き続きこのメンバーで活発な御審議をお願いする。 

 

○構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定について 

（竹中議員） まず諮問について小泉総理から御発言をお願いする。 

（小泉議長） 本日は「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」の作成を諮問

することとしたい。よろしくお願いしたい。 

（竹中議員）  ありがとうございました。「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度
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改定（案）」については、前回の諮問会議にお示したものから、調整の上、所要の

修正を行った。 

また、本日は参考資料として経済財政モデルを活用した試算を配付している。こ

の内容について事務方より説明をさせる。 

（大守計量分析室長） 閣議決定の対象ではないが、本年度の改定にあたり、内閣府が

作成した参考試算について御説明をする。 

１ページ、上の方に今回の試算では「改革と展望」の本文に対応させて作成した

「基本ケース」に加えて、前回の御議論を受けて、「非改革・停滞ケース」という

ものも作成した。「基本ケース」は構造改革や財政収支改善面での各種の政策努力

の結果、実現し得るものである。一方の「非改革・停滞ケース」は、仮に構造改革

等の政策努力が続かず、また財政収支改善努力もやめてしまう場合に、起こり得る

姿を一例として示したものである。 

２ページと３ページに数表を掲げている。 

４ページの「基本ケース」についてのグラフについて、まず、上の図の折れ線グ

ラフ。2005 年度以降、実質成長率については 1.5 ％から 1.6 ％で推移し、名目成

長率については、2006 年度２％程度の後、徐々に伸びを高めると見込んでいる。

同じ図の棒グラフは、基礎的財政収支の赤字で、2004 年度以降縮小に向かうと見

込んでいる。2007 年度以降もそれ以前と同程度の財政収支改善努力と持続的な経

済成長の結果、2012 年度には黒字化するものと試算している。次に下の図の折れ

線グラフについて、政府・日本銀行一体となった取組を通じデフレ圧力は徐々に低

下し、2005 年度には消費者物価指数がプラスになり、ＧＤＰデフレーター、物価

変動指数についても 2006 年度にはプラスになると見込んでいる。 

５ページでは「基本ケース」と先程申し上げた「非改革・停滞ケース」の比較を

している。まず、一番上のグラフでは、生産性の向上が進まないとした「非改革・

停滞ケース」は、「基本ケース」に比べて実質成長率が 0.5 ％程度低くなっている。

続いて真ん中のグラフでは、「非改革・停滞ケース」では、財政収支改善努力も十

分に行われないため、基礎的財政収支の改善が見られず、結果として一番下のグラ

フのあるように公債等残高が急速に高まってしまうことが見込まれる。こうした２

つの試算結果からも明らかなように、今後とも政策努力を継続していくことが極め

て重要であると考えられる。 

６ページの「付録１」において、詳細に試算の前提を記述している。また、本試

算と財務省作成の後年度影響試算の性格の差についても、８ページに「付録２」と

してまとめている。２つの試算は将来の政策の置き方や経済と財政の相互関係など

の面で性質の差があるが、できるだけ前提を共有しようという観点から、細かな設

定については極力調整をして今回の試算を行っている。 

（牛尾議員） 「基本ケース」はそれほど簡単に達成されるものではなく、構造改革努

力と財政収支改善努力という非常に大きな政策努力が前提とされていることを十

分に認識するべきである、ということを重ねて記してもらった。また、公債残高は

「基本ケース」の場合でも高止まりをしているのであって、さらなる改善をどうす

るかということを議論すべきだ。したがって、厳しい覚悟のもとに 2007 年度以降

の財政収支改善に取り組まねばならず、歳入歳出一体改革を通じての幅広い議論を

早急に進めなければならない。「基本ケース」を見て、楽観的になられたら大変に

困る。 

（谷垣議員） 「基本ケース」は、継続的な歳出削減や高い名目成長率によって自然増

収が実現するという、いわば「ベストシナリオ」だと思うが、現実に政策を行って
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いく上では、「改革と展望」でも 2006 年度までに国と地方の双方が歳出削減努力を

積み重ねつつ、必要な税制上の措置を判断するという基本が明記されており、歳

入・歳出両面から財政構造改革を進めていく必要性をさらに訴えなければいけない

と思う。 

実際、この「ベストシナリオ」でも 2012 年度にプライマリーバランスが黒字化

した後、国の基礎的財政収支の赤字は依然大きいと見込まれているわけなので、こ

ういう状況を踏まえると、これからの医療制度改革だとか、あるいは社会保障制度

の一体的見直しということをはじめとして、歳入・歳出両面からの改革、その検討

を具体的にあわせて行う必要があるのではないかと思う。 

（麻生議員） ２ページ目の数字について、来年度から名目成長率年２％、そして 2011

年度から４％とあるが、そのようになると思っている理由は何か？ 

（大守計量分析室長） デフレ脱却が見込まれるということで、実質成長率とＧＤＰデ

フレーターと組み合わせて、こういう名目成長率を見込んでいる。 

（竹中議員）  これは技術的に言うと、実質成長率がそこそこ高まってきて、マネーサ

プライがそこそこ増えてきて、それで名目物価が上がっていく。そういうシナリオ

だと思う。そこはまさに政府・日銀一体となってデフレ克服に向けて努力するとい

うことの意味ではないかと思う。なかなか厳しいけれども、それを目指してやって

いくということである。 

それでは「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」、これは本文につい

てだが、これを経済財政諮問会議の答申として決定させていただきたいが、よろし

いか。 

（「異議なし」の声あり） 

（竹中議員）  それでは、総理に「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」が

答申されたので、総理からごあいさつをお願いする。 

（小泉議長） 今年初めての経済財政諮問会議であるが、同じメンバーで今年もよろし

く御指導、御協力をお願いする。 

今回、「構造改革と経済財政の中期展望－2004 年度改定」を答申いただきまして

誠にありがとうございます。これについては早急に閣議決定をして、中期的な経済

財政運営に関する政府の基本方針としてやっていく。この「構造改革と経済財政の

中期展望－2004 年度改定」で示されている中期的な政策方針に沿って、引き続き

改革の取組をさらに加速拡大をしていきたいと思うので、今後ともよろしくお願い

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。それでは、次の議題に先立ち、麻生議員から

提出されている「国の行政組織等の減量・効率化の推進について」の資料について

御発言をお願いする。 

（麻生議員） 行政組織の減量や効率化については、地方支分部局の在り方や、農林水

産統計に偏った要員配置の見直し等々が当諮問会議からなされたところである。昨

年度末に閣議決定した「今後の行政改革の方針」において、いわゆる地方支分部局

の事務・事業の抜本的見直しや情報通信技術、いわゆるＩＣＴの活用によって、減

量や効率化の推進がうたわれているが、平成 17 年度から 21 年度までの５年間で

10％以上の定員削減ということになっている。 

資料の「平成 17 年度減量・効率化の方針」は「今後の行政改革の方針」に基づ

いて、平成 17 年度の機構・定員審査過程において、今後具体化されたものをとり

まとめたものである。１ページ目、地方支分部局の組織・業務の在り方については、

事務・事業のアウトソーシングをやらせていただく。それから組織業務体制の見直
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しと、必要性の低下した事務・事業、農林水産統計の見直しなどはそうなるかもし

れないが、そういったものの廃止等により合理化を図る。主な取組事例として、ア

ウトソーシングの推進等により、職業安定業務等々から 63 人、社会保険業務 35 人

削減などで合理化を図る。農林水産統計については調査手法を抜本的に見直す。５

年間で約 1,100 人の要員を縮減する。平成 17 年度は 180 人を縮減するとともに、

農政改革の推進状況等を見直して、その検証結果を踏まえて、さらに要員の合理化

を行うこととする。 

２ページ目「情報通信技術の活用等による合理化」について、いわゆる中央官庁

や地方支分部局を通じて、ｅ-Japan 計画等々に基づいて、行政手続のオンライン化

を進め、2004 年の３月末で行政手続の実に 96％はオンラインでできる。これは世

界で最も進んだ電子化された政府であることは間違いないと思っている。 

ちなみに、この種の申請手続等は１万 3,000 種類ぐらいあって、合計で年間約

10 億件ちょっと出てくるが、そのうちで 10 万件以上のものは、約 230 種類、それ

で全体の件数の 98％なので、そこのオンライン利用促進を主に重点的にやらせて

いただくということだと思っている。 

例えば、自動車保有関係手続のワンストップ化とか、登記事務のコンピュータ化

などによる合理化を進める。給与計算等々については、新たに共通的なシステムを

構築していくということとして、「今後、３割以上の定員削減」といった形にさせ

ていただきたいと思っている。 

したがって、平成 17 年度においては、５年間で 10％の定員削減の初年度という

ことで、減量・効率化を進めて計画削減を大幅に上回る 5,445 人、ちなみに平成

16 年度は 4,232 人、の削減を達成している。これは今年度末の定員の 1.66％で過

去最高の削減率である。いわば決められた財源の中で、例えば治安の関係の 1,580 

人増員、入管といったところの必要な部分の増員を行っている上での話であり、純

減は 624 人である。総務省としても引き続き着実な実施を図っていきたいと思っ

ている。 

また、毎年度の機構・定員審査等々を通じて、新たな組織の具体化、基本方針の

見直しは毎年きちんと進めていく。 

 

○今後の諮問会議の進め方について 

（本間議員） 重点強化期間である平成 17、18 年度の２年間は、今後の日本の潜在的

な成長率、あるいは持続可能な行財政支出を達成するという点で、極めて重要な期

間であると考えている。その際、2001 年から４年間かけて努力してきたデフレ克服

を現実のものにすることが非常に重要であろう。 

   改革と展望の参考資料でも、平成 17 年度は実質で 1.6％程度 、名目で 1.3％程

度となっており、依然として逆転現象が続いている。平成 18 年度には名目成長率

を上にする特段の努力が、政府・日銀一体となって取り組むべき喫緊の課題である

と考えている。 

   「基本（改革進展）ケース」での実質経済成長率は 1.5％程度近傍で推移してお

り、潜在成長率という観点で、この 1.5％程度超を甘受しながらずっとやっていく

のかどうかということもあるが、構造改革を積極的に推進し、生産性の伸びを高く

するための土台を築くよう、この２年間でしっかり取り組んでいく必要性があると

思う。グローバル化され、競争力が激化していく中で、そうした改革の努力がなけ

れば地盤沈下は否めないと判断している。 

   また、小泉構造改革は今まで大変な仕事をしてきたわけであるが、改革と展望や
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基本方針に盛り込んだものの中で、全部が満点ということではない。残された課題

について積極的に対処し、目安をつけていく期間にすべきだろう。その点で、経済

財政運営の全体にかかわる意思決定プロセスについても定型化し、しっかりとした

体制づくりがなされなければ持続的な取組は不可能だと考えている。 

   しかも、第一義的な財政と経済の持続可能性という点で、2010 年代初頭のプライ

マリーバランス黒字化を掲げてきたが、非改革・停滞ケースは赤字が依然として続

く悪いシナリオであり、この２年間で黒字化に向けた道筋をつける努力をしなけれ

ばならない。 

   資料２枚目「平成 17 年度の主な政策課題」（1)は「21 世紀型経済社会システムに

向けて」という全体的な問題、(2)は「効率的で小さな政府」を実現するための項

目、(3)は経済のもともとの部分の競争力、生産性をどのように上げていくかとい

う基盤づくりの点を挙げているが、今年、特に重要な課題は３つあると思う。 

   １点目は郵政の民営化である。350 兆円の国民の大事な資産が活かされるか否か、

国民経済にとってプラスになるかどうかの本丸であり、しっかりと実現していく。

同時に、出口ベースにおいて、我々が先送り、懸案事項としてきた政策金融機関の

改革に向けても議論をスタートし、将来像を仕上げていかなければならない。 

   こうした動きとあわせて、国債市場の問題が金融の動向と絡んで、市場経済との

関係の中で不確定要因につながっていく危険性がある。財務省にもこれまで努力し

てきていただいたわけだが、一層の公的債務及び公的資産管理を強化し、このター

ビランスを避ける、あるいは国民財産の有効な活用に向けて努力しなければならな

い。 

   ２点目は行政改革の強化である。最近は増税あるいは歳入面での対応が不可欠だ

という議論が出ており、それは中長期的には避けて通ることはできないわけだが、

その前に国民の感覚からすれば、果たして行政改革の徹底が政府の中で実現されて

いるかどうか、かなり疑問視する向きもある。国及び地方公務員の総人件費削減等

も含めて、目に見える行政改革の成果を出していくことが、増税、増収策的な部分

に向けての必須のプロセスであり、議論していく必要がある。 

   ３点目は年金改革等である。昨年スタートを切ったわけだが、これで社会保障の

一体的見直しが終わったとは到底思われないわけで、国民の関心が高いのは、この

社会保障の見直しである。経済規模に見合った社会保障制度に再編するという問題、

年金、医療、介護、生活保護等の全体的な見直しについては、今年は目安をつけて

いく必要性がある。 

   このような課題に着実に取り組みながら、複数年における財政運営の基本方針を

国民に選択肢として提示し、2010 年代初頭のプライマリーバランスの黒字化に向け

て、歳出でどのような対応をしたのか、歳入でどのような負担増を国民にお願いを

するのかといった点についてしっかりとしたシナリオを提示し、それに向けての改

革の方向性を明らかにする必要性がある。 

   最後に政策的意思決定、政策形成のイノベーションをさらに進めていく必要性が

あると考えている。毎年、基本方針を出発点にして、改革と展望につなぐという形

で意思決定のプロセスを改善してきたが、今年は毎年の基本方針が確実に実行され

るような事後評価、検討委員会的なものを含めてやっていく。その上で政策がきち

んと予算や規制改革等の達成化プランにつながっていくことを実現する。そして、

マクロ経済との整合性を、単に毎年の予算編成だけではなく、時系列的な形で基本

方針、予算の全体像につなげていくことが重要になる。その意味で Plan-Do-Check- 

Action というサイクルを確立していく努力も今年は必要だろう。 
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（牛尾議員） 集中調整期間が重点強化期間に入るということは、「守りの改革」から

「攻めの改革」へ明確にメッセージを転換するという大胆な発想を持たないといけ

ないということが基本である。「基本方針 2005」は、それがポイントだと私は思っ

ている。 

   平成 17 年度予算の次年度に対する影響について、財務省から話を聞き、新聞に

も出たが、２年後には 40 兆円を超える国債を発行しなければならないという現実

は慄然とする状態であり、「攻めの改革」で相当前に進まないと、国家は破綻に陥

る危険性をまだ十分持っていると思う。 

   小さくて効率的な政府に目を向けて考える。民間のＴＱＣは常に今日が最悪の状

態だと考えて、スタートする。ここまでやったからという話ではなく、小さくて効

率的な政府に目を向けて考える必要がある。来年の後半から人口は減少するわけで、

小さな政府をつくらなければ競争力は保てない。更にこれから 10 年間ぐらいは国

際競争力をどう把握するかが非常に大事なポイントで、そのためにも構造改革は必

須条件である。日本の国際競争力を維持することが将来の展望をつくり上げる。 

   国民負担の在り方を議論するに当たって、歳出歳入の一体改革をやろうとすると

きには、やはり政府自らが身を切って、小さな政府を率先して実行しなければ国民

はついてこない。国民もよく見ているので、政府がまず小さな政府を実現しないと、

増税議論などとんでもないことだと考えている。 

   行政が本気に取り組むということが必要であり、公務員の削減も数だけではなく、

人件費を削減することを考えないといけない。官における国と地方の落差はかなり

解決したが、地方における官と民の落差は依然として広がりつつあると思う。民と

ともに生きるという官の精神から見れば、人件費問題は大きなテーマになるだろう。 

   郵政民営化について、世論はかなり情勢や政治事情よりも先に進み出したという

ことを感じるわけだが、それと歩調を合わせて政策金融機関の改革を考えるときに、

これまでの個々の答申では平成 17、18、19 年に第３期としての政策金融機関の方

針を決めることになっているので、総理がいらっしゃる間に政策金融の方針を明確

に出すべきだということを申し上げたい。 

（中川議員） 民間議員提出資料は、そのとおりだと思う。特に経済産業省では、この

場でも政府としても新産業創造戦略を認めていただき、人づくりでジョブカフェ、

あるいは最低資本金の例外というものを大いに活用し、産学官連携で、地方にも十

分目配りしながらやっていかなければならない。さらには、新制度として人材投資

減税のようなものを活用し、特に中小企業を重点にした大いなる推進力にしたいと

思う。 

総理にも御理解いただき、今年の夏から、「ものづくり日本大賞」ということで、

この道 50 年功なり遂げてというのではなく、現役で頑張っている名人を中心に、

総理から名誉を与える、皆の目標にさせる、ということも考えていきたいと準備を

している。 

ＦＴＡ、グローバル化について、もちろんＦＴＡは現在の４カ国の他に、４月か

らＡＳＥＡＮ全体について、どういうふうに進めるのか正直言ってまだわからない

状況だが、インド、チリとも勉強をスタートする。ＦＴＡは、質・量とも大変にな

るが、他方、今年はＷＴＯの非常に大事な年でもある。ＦＴＡとＷＴＯというのは、

ＷＴＯ協定上も 24 条でＦＴＡが規定されているわけだから、顔の見えるリーダー

シップをとっていく。 

私は昨日までヨーロッパに行っていたが、前のパスカル・ラミーＥＵ委員にして

も、今度のピーター・マンデルソン委員にしても、日本がもっと前に出てくれとい
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うようなことを盛んに言われてきた。農業だけではなく、非農産品あるいはサービ

ス、アンチダンピング、投資等々も含めて、日本は非常に大事なので、ＷＴＯの方

も忘れず車の両輪として取り組んでいかなければならないと考えている。 

（奥田議員） 国及び地方公務員の総人件費の削減について、先般の連合との会議の中

で、この数字についてはもう一度経済界とよくすり合わせて、具体的にどういうと

ころが問題か、本当の数字は一体何だというところまで立ち入って、この数字の実

態を明らかにした上で、どういうアクションをとるかということを打ち合わせた。

プロジェクトを出来るだけ早く立ち上げ、この数字を出すという結論になっている。 

（麻生議員） 奥田議員の話について、ＧＤＰに占めるいわゆる一般政府の職員の人件

費の割合というのは、日本はＧ５の国では最低の 6.8％。フランスの 13.5％、アメ

リカの 9.7％、ドイツの 8.0％、イギリスの 7.4％というのが実態であるということ

も、頭に入れておいていただきたい。日本だけが非常に多いという印象を持ってお

られたら、それは間違っている。 

人口 1,000 人当たりの公的部門に占める職員数の国際比較についても、日本の 35

人、フランスの 96 人、アメリカの 80 人、ドイツの 58 人、イギリスの 73 人。軍人

の数が多いと思われるかもしれないが、軍人は、アメリカは 7.4 人、フランスは 7.9

人となっており、それを引いても日本は低いということを頭に入れていただかない

と、日本だけが非常に高いということではないというのが第一点。 

２つ目は、牛尾議員御指摘の国と地方との人件費の格差について、地方公務員の

給与は国家公務員の給与に準じることになっているという点をきちんと認識して

いただきたい。地方では、既にラスパイレス指数 100 を切って、低いところで 74.9

とか、80 台というのがある。地方は国家公務員に準じるという大前提が、８割以下

になってくると、これは準じているとはとても言えないということになる。このよ

うに、法律自体から検討しないといけないので、人事院等国の動向を踏まえて対応

しないとなかなか難しいというのが率直な実感である。 

（谷垣議員） 民間議員提出資料の「デフレを克服」とか「総人口が減少に転じる」と

いう重点強化期間の重要性というのは、私もそのとおりだと思う。郵政民営化、行

革の強化、社会保障の一体的見直し、これが重要課題であることは言うまでもない。

それと同時に、「基本方針 2004」に経済社会の活力をつけるということで、色々な

観点で分析がされているが、幅広く目配りをしていく必要もあると思う。 

資料の中で公的債務や公的資産管理の強化という指摘があるが、国債管理政策に

ついては、私が大臣に就任したときに総理からの特命事項でもあったので、意を用

いてきたつもりだが、重要性を指摘していただいたのは全く同感である。特に財政

運営と表裏一体と考えなければならないが、今後とも、これは意を用いていかなけ

ればならず、お知恵もいただきたいと思っている。 

資料の別紙の課題の「競争力強化の観点からの税のあり方」について、競争力強

化ということが大事な観点であることは、そのとおりだと思う。しかし、同時に、

税制を考える時には、持続可能な社会保障制度、地方分権の推進、あるいはプライ

マリーバランスの回復をどのようにしていくかということも、欠かせない視点であ

る。そういう相互に連関する税を、全体で包括的に議論することの重要性を改めて

強調させていただきたい。 

（吉川議員） デフレ脱却、持続的な成長を生み出すというのが大きな目標で、その下

でないと財政再建は難しい。先ほど答申があった「改革と展望」でもプロジェクシ

ョンの中にあるわけだが、これは政府と日本銀行が一体となって目指すしかない。

私自身は、政府と日本銀行の関係は、大変良い関係だと考えているが、今後も、さ

平成 17 年第１回経済財政諮問会議 

7



 

らに一体でこの目標を目指す必要がある。 

税について言えば、もちろん競争力だけではない。しかし、税、ＦＴＡ、規制改

革あるいは教育改革もそうだろうが、こういう変化の大きな時代には国際的な視野

を持って考えなければいけない。また、そうした時には、国際競争力という観点が

どの問題についても、その全てではなくても、１つの非常に重要な視点になる。そ

のことは忘れてはいけないことであって、スピード感を持ってやっていく必要があ

るということである。これが、これからの諮問会議あるいは政府にとって重要なポ

イントになるのではないか。 

（福井議員） 民間議員御提案の政策課題、いずれの項目も私は賛成である。各項目が

具体的なイメージを持って読めるように書いてあるが、１つだけ「公的債務及び公

的資産管理を強化する」という部分が、今、谷垣議員が言われた国債管理政策とい

うよりは、もっと広い表現になっている気もする。ここのところを、提案者として

もう少し解説を加えていただければ、よりイメージをつかみやすい。例えば、ニュ

ーパブリックマネジメントといった哲学でやるのだというようなことでも良いし、

あるいはもう少し具体的に何をやるイメージなのかをお示しいただくことでもよ

い。 

（竹中議員） まだ、問題提起であり、詳しいイメージがどの程度あるかわからないが、

もしあれば。 

（本間議員） １つは、ニューパブリックマネジメントの観点から、政府が持っている

負債と資産をオーバービューして、民営化等の問題が出ると、当然、そういうこと

は株の処分等にも現れてくるから、洗いざらい勉強していこうというのが、ここで

の問題意識である。その上で、狭い意味での公的債務管理という点で言えば、これ

は谷垣議員からの御下命で公的債務管理についての懇談会を昨年から発足させて、

財務省が管轄する部分については、マーケットの動向も含めてヒアリングができる

ような体制作りをしたのだが、それ以外のところで、まだ不十分なところもある。

そういうところから綻びが出て、市場がタービランスするというようなことがあっ

ては不味い。全体をカバーできるような問題意識を、どのように体制の中で議論を

していく状況を作っていくか。そういう問題意識で、我々はここに書かせていただ

いている。 
（竹中議員） 民間議員からご提案をいただいた。平成 17 年、18 年は人口減少が見え

てくる中で、重点強化期間として思い切って「攻めの改革」を加速しなければいけ

ない、小さくて効率的な政府を目指してやっていかなければいけない、強いメッセ

ージが必要だ、というお話であったと思う。 

その「攻めの改革」の重要な中心は、やはり郵政の民営化であり、それに関連し

て政府系金融機関の改革や公的な資産債務管理の強化という問題もある、という御

指摘があった。 

同時に重要なのは、2010 年代初頭のプライマリーバランスの回復への道筋を明ら

かにするために歳出・歳入一体となって議論を始めなければいけない、具体的には

国民負担の在り方も視野において議論を始めなければいけない、ということがもう

１つの重要な点であったかと思う。 

また、公的国民負担の問題があるからこそ、やはり行革が必要であり、その際に

は公務員の総人件費の問題を議論すべきではないか、という御提言がなされた。同

時に、これに対しては、今の人事院の枠組であるとか、さまざまな制度そのものの

枠組について研究する必要があるのではないか、という大きな問題提起があり、同

時に、規模に見合った社会保障が必要であるというご提起もなされた。 
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さらに個別の論点としては、新産業創造戦略、ものづくりの問題、さらにはＦＴ

ＡのみならずＷＴＯの問題も意識しなければならない、というご提起があり、加え

て、さまざまな問題に幅広く目配りをするという視点も提起された。 

税の問題を包括的にという御議論と、その中でもとりわけ競争力という横串のよ

うな視点も必要ではないかという御指摘もあった。 

以上、さまざまな論点があったと承知をしているが、今の議論を若干整理させて

いただき、また皆さんと個々に御相談をさせていただいたうえで、次回、私から平

成 17 年の課題についての御提案をさせていただきたいと思う。個別に十分御議論

をさせていただきたい。 

ここで、２点お知らせする。郵政民営化に関し、１月７日に第３回の郵政民営化

推進本部が開催されたことを民間議員にお伝えする。また、昨日、郵政改革に対す

る政府与党協議会の第１回目が開催され、今後国民のためにより良い民営化案の作

成に向けて、政府与党で十分協議させていただくということ、通常国会での法案の

確実な成立に向けて精力的に調整をするというようなことを申し上げた。 

（麻生議員） 「人口減になるから･･･」という話を最近よく聞くが、韓国の合計特殊

出生率は、日本の 1.29 に対して、1.19 である。台湾は 1.24。それであれだけ活力

がある。これは参考にしなければいけないところだ。人口が減るから先は真っ暗と

いうような話は全然違うと思う。 

また、愛知万博でトヨタが出展を予定しているロボットは、ちょっとしたものだ。

愛知万博後にどうされるのか知らないが、大したものである。工場にロボットを導

入して、中国では人員 30 人でやるところを、１つのロボットで 30 人分の仕事をさ

せれば同じだ、というのがトヨタのロボットの基本的な発想だろうと思うが、凄ま

じいものになっている。 

（小泉議長） ちょっとだけではない。大企業では、ほとんど人がいない。 

（奥田議員） そのとおりだ。人口減少を、生産面、サプライサイドから捉えれば、当

然、ロボットも含めてＩＴ化をどんどん進める。最近は、余り恐れることなく、中

国は給料が安いがさらに効率的なＩＴを活用した生産プロセスができるというこ

とで、日本に工場を立地するという傾向がまた増えてきている。それは非常に良い

ことだと思う。問題は、消費面、ディマンドの方が、人口が減ってきた時に一体ど

うなるのかということ。サプライサイドではいろいろなことができるが、ディマン

ドの方で、どんどん人口が減ってくると国内需要が減ってくるため結果的に輸出と

いうことになるのか。そうするとまた輸出立国のような話が出てくるのか。そうい

うことを実業界としては考えあぐねているという段階である。 

（吉川議員） 需要面の停滞を打破するために人口減少下では、新しいものをつくるこ

との重要性がそれだけ高まってくると思う。人口が増えていれば、同じものをずっ

とつくっていてもどんどん売れていくが、人口が減っていくと、同じものをずっと

つくっていても飽和するとすぐに売れなくなる。 

（麻生議員） 需要の内容だが、今までは若者、団塊の世代にあわせて商品をつくった

が、若者はどんどん減っていくしお金もあまり持っていない。お金持ちはみんな高

齢者であるため、高齢者相手の商売をもっと考える必要がある。 

（吉川議員） 私が申し上げたことは、麻生議員と同趣旨である。 

（竹中議員） 今のような御議論は、実は「２１世紀ビジョン」の中でも、各省の方に

も入っていただいて行っているところである。御指摘のとおり、出生率が日本より

低い国は意外とある。スペインなどもそうだ。そうしたことも含めて、グローバル

化とは世界のマーケットを相手にすることであるから、ますますそういうことが必
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要になってくる。このような議論を一度またさせていただきたいと思っている。 

（小泉議長） 消費が低下傾向になっているが、もう日本は物があり余っているから何

をつくっても売れない、とも言われているが。 

（奥田議員） それは、老人がどんどん増えてくるのであるから、老人向けの家庭ロボ

ットとか、介護ロボットとか、そういうものをつくっていく。1,400 兆円の個人金

融資産はほとんど老人が持っているとされているため、それが消費に回ってくれば、

こういうものにお金をかけてくると思う。しかし、下方を１億人にするのか 8,000

万人にするのか、というように人口については、やはり見ておかなければいけない。 

（牛尾議員） 人口減少は急にボタンを押しても止まるものではない。このままでいく

と１億人ぐらいにまですぐ行ってしまうと思うが、それに対応して経済力を落とさ

ない方法はある。しかし、長期的には人口の減る国が栄えたことは基本的にはない。

１億か 9,000 万人ぐらいで止めて、新しい人材養成や教育や創造能力を探る。そこ

にお金を使う。公共投資よりも人にお金を使うという時代が来ると思う。減少に対

して恐れることはないが、減少がどこかで止まらないと国力にはならないと思う。 

（吉川議員） サプライサイドでは、人は量より質という面もあると思う。そのため、

教育の問題が出てくる。 

（中川議員） 牛尾議員のお話と関連するが、フランスの経済財政産業大臣には子供が

８人いる。その奥さんは、準大臣クラス。それで８人いる。大変かというと、もち

ろん大変なのだろうが、とにかく税金がほとんどかからず、多額の手当が出るので

収入はいっぱいあるということだった。 

（牛尾議員） 特別な措置で２人位雇える余裕が出るので育児が相当楽になっている。 

（中川議員） フランスは大変な子づくり政策をやっている。 

（麻生議員） フランスだけは、唯一成功している。 

（中川議員） 税制的に大丈夫なのかな、と思うぐらいだ。優秀な大臣に８人も子供が

いる。彼から子供は何人だと聞かれ、２人だと答えたところ逆に驚かれてしまった

が、そういう国もあるので、まさに人口バランスということも含めて、牛尾議員が

最後におっしゃったように、やはり少なくなる国は活力がなくなる。 

（牛尾議員） 最終的にはそうなる。20 年ぐらいなら対応できるが、そのまま減り続け

るのは具合が悪い。 

（小泉議長） 欲しいものは無いというのは誤り。どんな時代でも、新しいものは必ず

出てくる。自動車は１台だけではなくて２台欲しい。テレビも冷蔵庫もそうだろう。

人々が欲しがるいろいろな製品を企業は開発する。また、そうしなければもたない。

工場などを見ると、ナノテクノロジーの精密機械だ。ごみが出るため、人間は入っ

てはいけないと言うほどである。凄いものだ。人間は誰もいない。人間は全部管理

している。ロボットでやっているのだから、凄いことだ。 

この諮問会議が設けられてから５年目になるが、小泉内閣は４年目でいよいよ本

丸攻めの基盤ができたので、今年もまた、さらに改革を加速していきたいと思う。

よろしくお願い申し上げる。 

（竹中議員） 本日はありがとうございました。 
 

（以 上） 


