
平成 18 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：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 

（概要） 

（与謝野議員） 経済財政諮問会議が６年目を迎えた。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くよう、よろしくお願いします。

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御報告申し上げ

る。 

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
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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った。 

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がある。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る。 

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いる。 

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

ある。 

こうした状況も踏まえ、投資家の皆様には、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。 

官房長官にも既に会見で発言いただいているが、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いる。 

○「改革と展望」の改定について 

（与謝野議員） 総理から諮問に関して御発言をお願いします。 

（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」の作成を諮問

することとしたい。 

（与謝野議員） 本日提出している「構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定

（案）」は、前回の会議でお示ししたものから調整の上、所要の修正を行ったもの

である。 

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いる。詳

しくは事務方より説明する。 

（齋藤内閣府計量分析室長）  参考試算について、資料３ページ以降のグラフで説明す

る。 

３ 、４ページはマクロ経済の姿で、今回は、２つのケースについて試算を行って

いる。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とし、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ある。 

実質ＧＤＰ成長率は、基本ケースでは１％台後半で堅調に推移するが、リスクケ

ースでは１％程度にとどまる。 

また、名目ＧＤＰ成長率は、基本ケースでは３％強まで高まるが、リスクケース

では２％強の成長にとどまる。 

物価関連の指標を基本ケースでみると、消費者物価上昇率は２％強まで、ＧＤＰ 

デフレーター上昇率も１％台半ばまで徐々に高まっていく。これに対して、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る。 

５、６ページに、財政の姿を示している。 

５ページに、国と地方を併せた基礎的財政収支、いわゆるプライマリーバランス

のＧＤＰ比がある。「改革と展望」の本文にあるように、これまでと同程度の財政

収支改善努力を続けると、実線の動きのように、2011 年度には黒字化が達成される。
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黒字化達成のためには、行政改革の重要方針や医療制度改革など、これまで決定

された具体策を確実に実行することが前提であるが、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くる。それがないと、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る。 

この追加的改善努力については、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、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いる。 

しかし、実際にどのように追加的改善努力を行うか、その中身については、今後、

歳出・歳入一体改革の中で議論いただくことになるものと考えている。 

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い

るが、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

っている。 

（与謝野議員） ただいま説明した「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したいが、よろしいか。 

（竹中議員） 本文については何の異論もない。大変よく調整をしてくださったと思う。

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なの

で、我々が承認する、しないという性格のものではないと認識している。今後、数

字が外に出ると思うので、私は若干異なる見方をしているので、そのことだけ申し

上げておきたい。 

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％、

最終年でも 3.2％と、極めて低くなっていること。これは、最終年で見ると、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。 

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

いうことは可能だと思うし、またそれが国民のために望ましいと考える。 

例えば、仮に名目成長率がもう１％高い、昨年試算並みの数字であるなら何が起

こるか。名目成長率わずか１％と思われるかもしれないが、10 年後のＧＤＰは 10％ 

違ってくる。10％というのは、ＧＤＰが 50 兆円違ってくる。そうすると、平均的

な税収で考えても、８兆円ぐらいの自然増収ということになる。この自然増収は、

消費税に直せば４％程度となる。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。私は、やはりその方が国民にとっては望ましいと思う。 

名目成長率をある程度高くすることが可能かどうか、ということだが、私はこれ

は可能であると思う。 

Ｇ７の過去３年間の平均名目成長率は 3.6％であり、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う。 

実質成長に関しては、日本はＧ７の平均を上回っているが、名目成長率は長い間

Ｇ７で最低であった。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で最低のレベルを続けるということを示しているわけで、それは不自然ではな

いか。 

これは、モデルの技術的な問題もあるが、いずれにしても、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し、それは可能である

と思う。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いる。 

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ので、その際にさら

に発言させていただく。 

（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する。 
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（報道関係者入室） 

（小泉議長）「構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定」を答申していただき、

厚く御礼申し上げる。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。今後、この改革を加速していきたいので、よろしくお願

いする。 

（報道関係者退室） 

（川崎臨時議員入室） 

○医療制度改革について 

（川崎臨時議員） 医療制度改革について御説明する。 

これまで、経済財政諮問会議で様々な御議論を頂き、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、医療制度改革大綱が取りまとめられた。

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にあるとおり取りまとめられたところである。

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った。 

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いる。 

これに加え、診療報酬改定についても、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った。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。 

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 日から始まる通常国会に医療

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。 

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いる。これは、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

のである。 

具体的な数字は資料にお示ししておるとおりだが、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いただきたい。 

（吉川議員）  諮問会議で医療改革を昨年ずっと議論してきたわけだが、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

れていただいた。こうした形で改革が進んでいるわけで、このようにまとめられた

ことに敬意を表したい。 

資料の１ページ目だが、大綱にあるとおり、５年後の 2010 年の見通しも示され

ている。我々は、従前から医療改革はあくまでもミクロの積み上げだと申し上げて

きており、その点についても厚生労働省でいろいろなことを考えていると認識して
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いる。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１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

ていくことが、政府全体として必要だと考えている。 

（川崎臨時議員） 同じ考え方で今回数字を出した。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はない。 

（与謝野議員） 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、御努力を頂きたい。 

また、社会保障制度については、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。 

（小泉議長） 痛くない注射針を刺してきた。６名しか従業員がいない町工場で、何百

万本も作っている。痛くないから、あれなら子どもも泣かない。１本ずつ全部捨て

るから衛生的だ。 

（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 

（本間議員） 平成 18 年は非常に重要な年だと考えており、その点で重点課題を５つ

挙げている。 

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う。 

第２に、その際に景気回復基調を維持・強化していく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るデフレ克服、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、景気回復基調を強化していくことが必要であると理

解している。 

 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。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、二大柱である、「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ことが必要である。 

そして、それを強化していくために、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

本的な課題である。 

第５に、その上で、これを実現する時には、現行の制度が邪魔になるようなこと

も生じてくるだろう。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ると考える。 

 この５つの重点課題に対して、具体的な取組みとして３つのテーマを挙げている。

１つ目は、今、申し上げた通り、「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。 

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、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

性があると思う。 
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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だが、これらについても聖域なく見直していく必要性

があると考えている。 

これらにしっかり取り組んでいくためには、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ある。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行い、今後の取組みを加速するこ

とが重要だ。 

具体的な検討課題については、資料の２枚目に（別添資料）として付けているが、

今日は時間がないようなので、これについては改めてまた議論する機会があれば、

議論を深めていきたいと思う。 

（二階議員）  歳出・歳入一体改革と成長力・競争力強化を二大国家的課題と位置づけ

ていることに対しては、全くその通りだと思う。 

しかし、経済の活性化による国富の拡大を抜きにして、歳出・歳入一体改革だけ

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う。 

成長力・競争力強化を図るための「新経済成長戦略」。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

略が必要と考える。 

それぞれのポイントについては、今日は時間がないので、お手元に配布している

資料を後でご覧頂きたい。 

これらの取り組みを通じて、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う。経済産業省の検討状況については、今後、その

都度ご報告申し上げるので、改めてまたご意見を頂戴したいと思う。 

（竹中議員）  この中で、総務省の取組みについても色々と書いて頂いているので、是

非お願い申し上げる。 

この他に１点、通信・放送の融合の問題を今、議論している。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・競争力強化にも、また

制度インフラの整備にも絡むので、我々は大変重要な問題だと思ってやっている。

まとまってきたら５月頃に諮問会議で一度報告をさせて頂いて、そして「骨太の方

針」にも是非反映をして頂きたいと思う。 

（与謝野議員） なお、二階議員からご説明があった新成長戦略については、改めて詳

しくご説明を頂きたいと思う。 

それでは、今後の諮問会議の進め方については、今の竹中議員の話も含めて、ご

了承頂いたということでよろしいか。それでは、そういうことにいたします。次回

私の方からきちんとしたペーパーを提示させて頂くが、次回は二階議員からもう少

し詳しくお話を伺う時間があると思うので、よろしくお願いする。 

（二階議員） ありがとうございます。 

（与謝野議員） 以上だが、総理から何かご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）  それでは以上をもって、諮問会議を終了します。どうもありがとうご

ざいました。 

（以 上） 
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