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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第１回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年１月 18 日(水)  17:40～18:07 

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     安倍 晋三  内閣官房長官 

同      与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策、金融) 

同      竹中 平蔵  総務大臣 

同      谷垣 禎一  財務大臣 

同      二階 俊博  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   川崎 二郎  厚生労働大臣 

 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）「改革と展望」の改定について 

（２）医療制度改革について 

（３）今後の諮問会議の進め方について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定（案） 

○ 医療制度改革について（川崎臨時議員提出資料） 

○ 平成 18 年の経済財政諮問会議の進め方（有識者議員提出資料） 

○ 二階議員提出資料 

 

(配付資料) 

○ 内閣総理大臣からの諮問第 16 号について 
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（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員）  ただいまから、今年１回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

    諮問会議が６年目を迎えました。本年も引き続き改革のさらなる加速・深化に

向けて、活発な御審議をいただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

    本日の議題でございますが、まず第１に改革と展望の改定について、諮問・答

申を行います。その後、医療制度改革について御審議をいただき、最後に、今後

の諮問会議の進め方について、自由討議をいただく予定です。 

    議事に入る前に、金融担当大臣として、株式市場の動向について一言御報告を

申し上げたいと思います。 

    本日、東京証券取引所において株価が大幅に下落するとともに、注文、約定件

数が急増し、約定件数がシステムの処理可能件数を超える可能性があるとして、

午後２時40分、株式等の売買を全面停止する事態となりました。 

    この背景には、個別企業における証券取引法違反の疑いに関する強制捜査を契

機とした、いわゆる「ろうばい売り」的な注文件数の増加があるとの見方もござ

います。株式市場の公正性、透明性を確保し、投資家の信頼を維持・向上してい

くためには、違反行為に対して法律に基づき厳正に対処していくべきことは勿論

であります。 

    しかしながら、個別の事案は、あくまで個別の事案として取り扱うべきもので

あり、投資家の皆様におかれては、本件を契機としてろうばい的な取引を行うこ

となく、冷静な投資行動をお取りいただくよう強く望んでおります。 

    金融庁としては、東証監理官を現地に派遣する等、状況把握に努めているとこ

ろであり、今後も東証及び日本証券クリアリング機構に対して、証券取引法に基

づく報告を求めることとしているほか、既に東証等に対して、明日以降の取引に

ついて適切な対処を行うよう促すなど、市場の信頼確保に全力で取り組んでいる

ところでございます。 

    こうした状況も踏まえ、投資家の皆様におかれては、個別事案に捉われること

なく、冷静な投資行動をお取りいただくよう重ねてお願いしたいと思っておりま

す。 

    官房長官にも既に会見で御発言いただいておりますが、私としても本会議の終

了後に、記者会見でこのことを申し上げたいと思っております。 

 

○「改革と展望」の改定について 

（与謝野議員）  それでは、議事に入ります。 

    改革と展望の改定につきまして、まず、総理から諮問に関しまして御発言をお

願いしたいと存じます。 

（小泉議長）  本日は「構造改革と経済財政の中期展望－2005年度改定」の作成を諮
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問することとしたいと思います。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

    なお、総理からの諮問第16号は、資料としてお手元に配布しております。本日

提出しております「構造改革と経済財政の中期展望－2005年度改定（案）」につき

ましては、前回の諮問会議にお示ししたものから調整の上、所要の修正を行った

ものであります。 

    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布しておりま

す。詳しくは事務方より説明をいたします。 

（齋藤内閣府計量分析室長）  それでは、参考試算につきまして、資料の３ページ以

降のグラフで御説明をいたします。 

    ３、４ページはマクロ経済の姿です。今回は、２つのケースについて試算を行

っております。いずれも「改革と展望」の本文に沿った政策努力を行うことを前

提にいたしまして、１つは標準的に考えられる基本ケース。もう１つは、世界経

済が低迷するといった場合を想定したリスクケースでございます。 

    実質ＧＤＰ成長率を見ますと、基本ケースでは１％台後半で堅調に推移いたし

ますが、これに対しまして、リスクケースでは１％程度にとどまります。 

    また、名目ＧＤＰ成長率は、基本ケースでは３％強まで高まりますが、リスク

ケースでは２％強の成長にとどまります。 

    物価関連の指標を基本ケースで見ますと、消費者物価上昇率は２％程度まで、

ＧＤＰデフレーター上昇率も１％台半ばまで徐々に高まってまいります。これに

対しまして、リスクケースでは、いずれの指標でも基本ケースを下回ることにな

ります。 

    ５ページ、６ページには、財政の姿をお示ししております。 

    まず、５ページでございますが、国と地方を併せました基礎的財政収支、いわ

ゆるプライマリーバランスのＧＤＰ比がございます。「改革と展望」の本文にあり

ますように、これまでと同程度の財政収支改善努力を続けますと、実線の動きの

ように、2011年度には黒字化が達成されます。 

    この黒字化の達成のためには、行政改革の重要方針や医療制度改革など、これ

まで決定されました具体策を確実に実行することが前提でありますが、黒字化の

ためには、それを超える追加的な改善努力が必要となってまいります。それがあ

りませんと、破線のように、2011年度の時点においてもＧＤＰ比で２％台半ば程

度の赤字が残ることになります。 

    この追加的改善努力につきましては、試算では、便宜的に裁量的経費の一律削

減で賄うと仮定しておりまして、毎年度、基本ケースでは5.5％程度、リスクケー

スでは7.5％程度を削減すると仮定しております。 

    しかし、実際にどのように追加的改善努力を行うか、その中身につきましては、

今後、歳出・歳入一体改革の中で御議論をいただくことになるものと考えており

ます。 

    ６ページには、公債等残高のＧＤＰ比と一般会計における公債依存度を示して
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おりますが、いずれも追加的改善努力がない場合には、この比率が徐々に高まる

ことになっております。 

    以上、簡単でございますが参考試算のポイントの御説明とさせていただきます。 

（与謝野議員）  それでは、ただいま御説明いたしました「構造改革と経済財政の中

期展望－2005年度改定（案）」を経済財政諮問会議の答申として決定することとい

たしたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。 

    どうぞ。 

（竹中議員）  今の本文については何の異論もございません。大変よく調整をしてく

ださったと思っております。 

    その上で、この試算は内閣府が行った試算として諮問会議に提出されたもので

ありますので、我々が承認するとか、しないとかという性格のものではないと基

本的には認識しておりますが、数字が今後いろいろ外に出ると思いますので、私

は若干異なる数字の見方をしておりますので、そのことだけ申し上げておきたい

と思います。 

    今回の試算で重要なのは、示された名目成長率が期間平均で名目成長率2.6％、

それで最終年でも3.2％と極めて低いということになっています。これは、最終年

で見ますと、これまでの諮問会議に提出された成長率に比べて0.8％低くなってい

るということでございます。 

    私は、政策当局の努力によって名目成長率をより高くする、１％程度高くする

ということは可能であると思いますし、またそれが国民のために望ましいと考え

ます。 

    例えば、仮にですけれども、名目成長率がもう１％高い、昨年並みの数字であ

ったら何が起こるかというと、名目成長率わずか１％というふうに思われるかも

しれませんが、10年後のＧＤＰは10％違ってきます。10％というのは、ＧＤＰが

50兆円違ってくると。そうすると、平均的な税収で考えましても、８兆円ぐらい

の自然増収があるということになります。この自然増収は、消費税に直せば４％

程度でありますから、つまり１％程度名目成長率が高くなれば、必要とされる消

費税の引き上げ幅は４％分小さくて済むという、国民にとっては大変重要なこと

を意味していると思います。私は、やはりその方が国民にとっては望ましいと思

います。 

    名目成長率をある程度高くすることは可能かどうかということだと思いますが、

私はこれは可能であると思います。 

    Ｇ７の過去３年間の平均名目成長率は3.6％であって、今後、日本が普通の成長

を続ければ十分可能な範囲だと思います。 

    実質成長に関しては、日本はＧ７の平均を上回っているのですけれども、名目

成長率は長い間ずっとＧ７で最低であったと。この予測というのは、今後とも名

目成長率に関して、日本はＧ７で最低の部類を続けると、ある意味で示している

わけで、私はそれは不自然なことなのではないかと思います。 

    これは、モデルの技術的な問題もありますが、技術的なことは申し上げません
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が、いずれにしましても政策当局が努力をして名目成長率を１％程度より高くす

るということは望ましいと思いますし、それは可能であると思います。政策当局

はそうした意欲と能力をしっかりと持つべきだと考えております。 

    これは、歳出・歳入一体改革の中で非常に重要な議論となると思いますので、

その際にさらに御発言をさせていただきます。 

（与謝野議員）  それでは、本案を諮問会議の答申として決定することといたします。 

ここでプレスが入室いたしますので、しばらくの間、お待ちいただきたいと思い

ます。 

（報道関係者入室） 

 

（小泉議長）  どうもありがとうございました。諮問いたしましたけれども「構造改

革と経済財政の中期展望－2005年度改定」を答申いただきまして、厚く御礼申し

上げます。早急にこれを閣議決定して、中期的な経済財政運営に関する政府の基

本方針としたいと思います。今後、この改革を加速していきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員）  続きまして、医療制度改革について御審議をいただきます。川崎大

臣が入室されますので、しばらくお待ちください。 

（川崎臨時議員入室） 

 

○医療制度改革について 

（与謝野議員）  それでは、審議に入りたいと存じます。 

    まず、川崎大臣から資料の提出がありますので、御説明をお願いいたします。 

（川崎臨時議員）  それでは、医療制度改革について御説明を申し上げます。 

    これまで、経済財政諮問会議におきまして、様々な御議論をいただいてまいり、

昨年末に政府・与党医療改革協議会を合計６回にわたり開催し、議論を重ねた結

果、12月１日に政府・与党が一体となって医療制度改革を実現するため、医療制

度改革大綱をとりまとめたところでございます。 

    医療制度改革大綱においては、医療給付費の伸びと、国民の負担との均衡の確

保について、資料の２ページの参考１にあるとおりとりまとめられたところでご

ざいます。これを踏まえ、将来の医療給付費の規模の見通しを示し、これを給付

費の伸びの実績を検証する際の目安となる指標とすることとなりました。 

    資料の３ページの参考２には、医療費適正化を総合的に推進するための具体的

取組みを示しており、医療制度改革大綱において、中長期的方策として、医療費

適正化計画の策定を通じて、生活習慣病対策や長期入院の是正の取組みを進める

とともに、短期的方策として、高齢者の患者負担の見直し等の公的保険給付の内

容・範囲の見直しを行うことが決まっております。 
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    これに加え、診療報酬改定につきましても、医療制度改革の一環として位置づ

けられるものであり、医療費に関わる負担について国民の理解と納得を得ていく

必要がある中で、医療提供側にも相応の負担をお願いするため、全体で3.16％と

いう過去最大のマイナス改定を行うこととなりました。これについては、財務大

臣と私の間で協議を行った上、最終的には官房長官の裁定という形で決定された

ところであります。 

    政府・与党が一体となってまとめていただいた改革案を確実に実現していくこ

とが重要であると認識しており、それに向け、１月20日から始まります通常国会

に医療制度改革法案を提出し、医療制度の構造改革に全力で取り組んでまいりた

いと考えております。 

    資料１ページには以上のような中長期的方策と短期的方策の双方の効果を盛り

込んだ上で、医療給付費の将来見通しを示しております。 

    これは、先ほどの資料の２ページで申し上げた、医療制度改革大綱の内容を踏

まえて改革案を実施した場合の将来の医療給付費の規模の見通しとして作成した

ものであり、医療制度改革大綱に沿って、これを医療給付費の伸びの実績を検証

する際の目安となる指標として御報告するものでございます。 

    具体的な数字は資料にお示ししておるとおりでございますが、対国民所得比、

対ＧＤＰ比は、2010年もほぼ同じような数字になってくるということで御理解を

賜わりたいと思います。 

    以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは、御自由に御発言をいただきた

いと存じます。 

    吉川議員。 

（吉川議員）  私どもも諮問会議で医療改革を昨年ずっと議論させていただいたわけ

でございますが、今、川崎大臣から御説明のあった資料の中には、我々がここで

主張してきたことも大幅に取り入れていただきました。こうした形で改革が進ん

でいるわけで、私は、大臣がこうした形でまとめられたことに敬意を表したく思

っております。 

    資料の１ページ目ですが、大綱にありますとおり、５年後の2010年の見通しも

示していただいております。我々としては従前から医療改革はあくまでもミクロ

の積み上げだということは申し上げてきたわけで、その点についても厚生労働省

でいろんなことをお考えだというふうに認識しています。そうしたミクロの施策

を行う一方で公的な医療給付については、マクロの見通し自体を５年に一度くら

いずつ見直しつつ、５年ぐらいの中期を見通して検証していくということが政府

全体として必要なのではないかと考えております。 

（川崎臨時議員）  同じ考え方で、今回数字も出させていただきましたし、まさに検

証を繰り返しながらやっていくということについては異議ございません。 

（与謝野議員）  ほかに御発言はございますか。 

    ありがとうございました。よろしゅうございますか。 
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    今回の医療制度改革は、制度を持続可能なものとするための重要な前進であり、

それを反映した見通しが示されました。厚生労働大臣におかれては、今回の制度

改正の効果が上がるよう、御努力をいただきたいと存じます。 

    また、社会保障制度につきましては、今後とも歳出・歳入一体改革の審議の中

で、引き続き検討を深めていきたいと思います。 

    それでは、次の議題に移りたいと思います。 

（小泉議長）  痛くない注射針を刺してきたよ。痛くないんだよ。世界で６名しか従

業員がいないんだよ。町工場で何百万本も作っている。あれじゃ子どもだって泣

かないよ。 

（与謝野議員）  蚊の針の研究です。 

（小泉議長）  １本ずつ全部捨てるんです。衛生的でしょう。今、糖尿病なんかで自

分でやっている人が多いでしょう。あれは痛くないから楽だよな。 

（与謝野議員）  すみません、総理のお時間が６時10分までですので、次の議題に移

らせていただきます。 

（川崎臨時議員退室） 

 

○平成18年の経済財政諮問会議の進め方 

（与謝野議員）  それでは、今後の諮問会議の進め方について、御審議をいただきた

いと思います。 

    まず、有識者議員から資料が提出されておりますので、御説明をお願いいたし

ます。 

    本間議員、お願いします。 

（本間議員）  それでは、お時間がないようでございますので、簡単に説明させてい

ただきます。 

    私は、平成18年は非常に重要な年であろうと考えておりまして、その点で重点

課題を５つ挙げております。 

    第１に、小泉構造改革の総仕上げの年であり、改革の流れを更に強固なものに

する。これは当然のこととして、これまでの議論及びこれからの改革の深化を含

めて、しっかり取り組んでいくということだろうと思います。 

    第２に、その際に景気回復基調を維持・強化していくということが前提条件で

あり、その前提条件と政策的な課題であります、デフレ克服、金融環境の正常化

に向けて、政府・日銀が一体的に取り組んで、国民、市場の信頼性を高め、政策

的なリスク要因にならないよう極力配慮しながら、しっかりと景気回復基調を強

化していくことが必要であると理解をいたしております。 

    第３に、より中期的な、あるいは長期的な視点で、我々はこれから再出発、あ

るいは挑戦を強めていくことが必要になると。現実化する人口減、加速化する少

子高齢化、激変する国際経済環境に対して、二大柱であります、「財政健全化」と

「成長力・競争力強化」の実現に向けて、しっかりと取り組み始めるということ

が必要であります。 
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    そしてそれを強化していきますためには、第４に、経済財政の今後の選択肢や、

中長期的な構造改革の道筋をわかり易く示し、「小さくて効率的な政府」の実現に

向けて国民の理解を深め、合意の形成に努める。これは、歳出・歳入一体改革の

最も基本的な課題であります。 

    第５に、その上で、これを実現してまいります時には、現行の制度が邪魔にな

るようなことも生じてまいります。徹底した行財政改革を進めるために、制度イ

ンフラの整備や政策決定プロセスの改善についても進展を図っていく必要性があ

ろうかと考えます。 

    この５つの重点課題に対しまして、具体的な取組みとして、３つのテーマを挙

げております。 

    １つ目は、今、申し上げました通り、歳出・歳入一体改革の選択肢・工程表を

平成18年央までにきちんととりまとめて、これをベースにして国民的議論を喚起

し、平成18年度中に結論を得るということ。 

    それから２つ目は、成長力・競争力強化、これはグローバル化の下での我が国

経済の基本的戦略を構想するということでございますので、これも平成18年度ま

でにとりまとめていく。その際、当然のことながら、安全・安心の確保について

も具体的に検討していく必要性があろうかと思います。 

    ３つ目は、改革の加速と深化をしていく上で、制度インフラ、これは政府の制

度、組織、ガバナンスの在り方等ですが、これらについても聖域なく見直してい

く必要性があろうかと考えております。 

    これらをしっかり取り組んでまいりますためには、平成18年の「骨太の方針」

等にこれをどう反映させるかということもございます。更には、推進体制がこの

ままでいいかどうかということも含めて、しっかりとした議論をし、加速化をす

るということであります。 

    具体的な検討課題につきましては、２枚目に別添資料として付けておりますけ

れども、今日はお時間がないようでございますので、これは改めてまた議論する

機会があれば、議論を深めてまいりたいと思います。 

    以上であります。 

（与謝野議員）  続きまして、二階大臣から御発言があります。 

（二階議員）  歳出・歳入一体改革と成長力・競争力強化ということを、二大国家的

な課題と位置づけておることに対しては、全くその通りだと思います。 

    しかし、経済の活性化による国富の拡大ということを抜きにして、歳出・歳入

の一体改革だけを考えると、非常に展望が暗くなるおそれがある。したがって、

成長と改革とは車の両輪として考えていくべきだと思っております。 

    成長力・競争力強化を図るために、「新経済成長戦略」。また、それを更に進め

ていくための国際戦略として、「グローバル経済戦略」。成長を支える最も基本的

な要素となるべきエネルギーについての「新・国家エネルギー戦略」。この３つの

具体的な戦略が必要だと考えております。 

    それぞれのポイントにつきましては、時間がございませんので、今日はお手元
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に資料を配布しておりますので、後でご覧いただきたいと思います。 

    これらの取組みを通じて、改革の向こうに日本の明るい未来があることを国民

に対して示していくべきだと思っております。今後また、経済産業省での検討の

状況につきましては、その都度御報告申し上げますので、改めてまた御意見を頂

戴したいと思います。 

（与謝野議員）  あと時間は５分しかございませんが、御発言があれば、どうぞ。 

  総務大臣、どうぞ。 

（竹中議員）  この中で、総務省の取組みについても色々書いていただいております

ので、是非お願い申し上げます。 

    この他に１点、通信・放送の融合の問題を今、議論しております。この問題は、

言うまでもなく、この民間議員ペーパーで言うところの成長力・競争力の強化に

も、また制度のインフラの整備にも絡みますので、我々は大変重要な問題だと思

ってやっておりますので、まとまってきましたら５月頃に諮問会議で一度報告を

させていただいて、そして「骨太の方針」にも是非反映をしていただきたいと思

っております。 

（与謝野議員）  他に御意見はございませんか。 

    なお、二階大臣から御説明がありました、新成長戦略については、改めまして

詳しく御説明をいただきたいと思っております。 

    それでは、今後の諮問会議の進め方につきましては、今、竹中大臣のお話もご

ざいましたが、それを含めまして、御了承いただいたということでよろしゅうご

ざいますか。 

（「はい」と声あり） 

 

（与謝野議員）  それでは、そういうことにいたしまして、次回私の方からきちんと

したペーパーを提示させていただきますが、次回は二階大臣からもう少し詳しく

お話を伺う時間があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

（二階議員）  ありがとうございます。 

（与謝野議員）  以上でございますが、総理から何か御発言ございますでしょうか。 

（小泉議長）  今年初めてですね。今年もよろしくお願いいたします。 

（与謝野議員）  それでは、以上をもちまして、短時間でございましたが、諮問会議

を終了させていただきます。 

    どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


