
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 18 年第５回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 18 年第５回）

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年３月７日(火) 17:35～18:51 

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) 

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 麻生 太郎 外務大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）海外経済協力のあり方について 

（２）歳出・歳入一体改革について 

（３）エネルギー問題について 

3.閉会 

(説明資料) 

○ 谷垣議員提出資料 

○ 「歳出・歳入一体改革」と社会保障の在り方について（有識者議員提出資料） 

○ 「歳出・歳入一体改革」と国と地方の財政健全化について（有識者議員提出資料）

○ 歳出歳入一体改革と地方財政（竹中議員提出資料） 

○ 地域の活性化について（二階議員提出資料） 

○ 新・国家エネルギー戦略について（二階議員提出資料） 

1




 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

   

   

   

   

平成 18 年第５回 議事録 

（配付資料） 

○ 「海外経済協力に関する検討会」報告書（安倍議員提出資料） 

○ 竹中議員提出資料（参考資料） 

○ 新・国家エネルギー戦略について（参考資料）（二階議員提出資料） 

（本文） 

○議事の紹介

（与謝野議員） 	ただいまから今年５回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退室） 

（与謝野議員） なお、本日の会議は18時50分までに終了いたしたいと思いますので、

御協力をお願い申し上げます。 

まず、本日の議題ですが、麻生外務にお出でいただいておりまして、始めに、

海外経済協力のあり方について御審議をいただき、その後、歳出・歳入一体改革

について、その後、エネルギー問題について、御審議いただく予定でございます。 

それでは最初に、海外経済協力のあり方について御審議をいただきます。 

始めに官房長官より、海外経済協力に関する検討会の報告書について、御報告

をいただきたいと思います。 

○海外経済協力のあり方について

（安倍議員） 先般２月23日の経済財政諮問会議において、「海外経済協力に関する検

討会」の原田座長から検討会の検討状況について報告がありましたが、その後２

月28日、「海外経済協力に関する検討会」報告書が提出されました。報告書はお手

元の配付の通りであります。 

今後この報告書の内容を踏まえ、政府として国家戦略、国際貢献の観点から政

府開発援助（ＯＤＡ）、その他の政府資金（ＯＯＦ）及びこれらと関連する民間資

金の活用を含む海外経済協力を戦略的かつ効率的に実施するにふさわしい体制づ

くりをしっかりと行っていきたいと考えております。 

具体的には、我が国の海外経済協力の重要事項を機動的かつ実質的に審議する、

いわば司令塔として「海外経済協力会議（仮称）」を内閣に設置したいと考えてお

ります。また、ＯＤＡの実施機関については、円借款、技術協力及び無償資金協

力の連携をさらに強化するため、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が一元的に実施する

こととし、現在の国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の国際金融等部門については、簡素

で効率的な政府の観点から新政策金融機関に統合したいと考えております。 

これらのため、必要な措置を今後、政府として順次講じてまいります。 

以上であります。 

（与謝野議員） 次に、麻生大臣より御発言を願います。 

（麻生臨時議員） 前回この会議に出させて頂きました時に申し上げましたように、
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平成 18 年第５回 議事録 

今回の有識者会議の検討結果というのは、概ね私の考えと同じものと考えており

ます。関係者よるとりまとめのご協力に心から感謝を申し上げる次第です。 

一点だけ申し上げます。官房長官のご発言で、今回、基本的に有識者会議の報

告書に基づいていたものと存じますけれども、今回は与党の方でも、この問題に

関して真剣な議論が行われて、立派な報告書がとりまとめられております。今後、

この有識者会議の報告と与党の報告の双方を十分に踏まえて、政府・与党一体と

なって取り組むことが重要であると考えております。 

このように申し上げましたのは、これはご記憶の方も、多分、小泉総理以外は

いらっしゃらないと思うのですが、平成13年12月に、当時の自民党の党５役と小

泉総理、石原行政改革担当大臣、福田官房長官等の時に、いわゆる政府系金融機

関をとりつぶすとは言いませんけれども、それに近いような時になって大立ち回

り一歩手前の非常に激しいことになったご記憶が総理はおありかと思います。あ

の時、私は政調会長で、間に入って経済財政諮問会議で決めると言ったら、経済

財政諮問会議にそんな権限がいつ与えられているのだということをやられて、全

く反論の余地がなかったものですから、政府・与党、行財政改革連絡協議会の議

を得てというのを入れて自民党の総務会を通したという経緯があります。そのた

め、今回、自民党にえらく気を遣いました。それにサインされた方が、二階議員、

冬柴公明党幹事長等、皆現職でありますので、ちょっとこの点を忘れていただく

と困るものですから、しつこく申し上げております。 

（小泉議長） 覚えているよ。一指も触れさせないと言ったんだ。それで、どこでや

る、経済財政諮問会議と言って、私がそれでいいと言って決着ついたんだよ。 

（麻生臨時議員） 橋本元総理もばっと席を立たれて、ちょっと待ってください、こ

の会議はそんな権限があるなんてどこにも書いてないのにどうされるのですかと

言ったら、橋本元総理も「任す」と。それで慌てて、与党ということで、自民党

の総務会を通した経緯があるというのだけご記憶をいただきたいと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、この報告書を踏まえまして、

早期に行政改革推進法案の成案を得るとともに、海外経済協力を戦略的かつ効率

的に実施するための体制づくりをしっかりと行っていただきたいと考えておりま

す。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。 

麻生大臣は、ここで御退席になられます。 

（麻生臨時議員退室） 

（与謝野議員） それでは、歳出・歳入一体改革について御審議をいただきます。 

初めに、谷垣大臣から国債残高増加の要因等に関して御報告があります。 

○歳出・歳入一体改革について

（谷垣議員） 私、ペーパーを出させていただいておりますので、それをご覧くださ

い。 

歳出・歳入一体改革の議論を進めていく前提として、なぜ財政がここまで悪化
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したのかを振り返って検証しておくことが有益ではないかと思っております。そ

れで、２月28日の財政制度等審議会、それから政府税制調査会では、90年代以降

の財政悪化要因について審議が行われましたけれども、興味深い内容なので、こ

の機会にその概要を御紹介させていただきたいと存じます。 

資料の１ページ目をご覧いただきたいと存じます。平成18年度末の国債残高は

542兆円程度となる見込みでございますが、このうち、平成２年度末からの16年間

で約380兆円と、3.3倍に増加いたしました。もし仮に平成２年度並みの歳出、税

収が続いていれば、国債残高は約50兆円の増加で済んでいたところでございます

が、実際には歳出増加により約130兆円増加して、それから税収減少でさらに約140

兆円増加したということになります。 

歳出の増加は、90年代はもっぱら公共事業の追加、これは約60兆円ございます

が、それが主因でありました。しかし小泉内閣の下では、公共事業費については

相当に削減が進んできたところでございます。他方、最近は、高齢化の進展によ

る社会保障関係費の増加が顕著でございまして、平成２年度からの社会保障関係

費の増加累計額は約90兆円と既に公共事業を上回っております。 

次に２ページ目をご覧ください。過去５年間の一般歳出の経費ごとの増減を示

しております。小泉内閣の下での徹底した歳出削減努力によりまして、公共事業

費をはじめとする歳出は大きく削減されたわけでございます。また、社会保障制

度についても、年金や医療など相当の改革が行われてきた。それでもなお伸びる

社会保障関係費を、他の歳出削減では埋めることができていない姿がここに示さ

れているわけでございます。 

それから３ページ目をご覧ください。国・地方を合わせた歳出・歳入一体改革

の姿が示されております。一番左側の紫色の棒グラフは税収、右側の黒と灰色の

棒グラフは支出で、それぞれＧＤＰ比で示されておりまして、その差分が基礎的

財政収支ということになります。 

平成２年度には、基礎的財政収支はＧＤＰ比2.8％と、３％近い黒字でございま

したが、高齢化の進展によって社会保障給付のために必要となる税財源、公費負

担が拡大する一方で、税収が大きく減少したことによりまして、基礎的財政収支

の赤字幅は大きく拡大したわけでございます。 

こうやって見ますと、近年の財政支出の拡大や債務残高の累増は、高齢化に伴

って、社会保障給付が増加していることが歳出面での最大の要因であると考えら

れまして、社会保障制度の持続可能性を確保することが歳出・歳入一体改革にお

ける最重要課題と考えられるわけでございます。 

次に４ページ目をご覧いただきたいと思います。税収の動向でございますが、

ここでは、一般会計の税収の推移が真ん中の青いところで示されておりまして、

平成２年には60.1兆円のピークをつけましたが、平成９年度には53.9兆円となり、

足元の平成18年度には45.9兆円となっております。 

５ページ目をご覧いただきますと、中期的な税収減の要因が示されております。

税収のピークである平成２年度から平成９年度までの間に6.2兆円の税収減がご
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ざいますが、これはバブルによる一時的増収の剥落といったようなことが原因で

あると考えられます。 

一方、平成９年度以降は、金融不安、あるいは資産デフレ等による税収減が多

額に発生していた時期もありましたが、その後の回復により、そうした要素は剥

落しております。その結果、平成９年度から平成18年度までの間の税源移譲の影

響、これは３兆円でございますが、それを除いた5.1兆円の税収減は、平成９年度

以降に行った減税の影響額である5.3兆円になりますが、ほぼ等しくなっておりま

す。 

以上を踏まえまして、90年代以降の財政悪化要因についてまとめますと、90年

代においては景気低迷による税収減や、それに対応するための公共投資の追加及

び減税の影響が財政悪化の大きな要因でございました。他方、近年では、高齢化

の進展による社会保障費の増加と減税の影響が財政悪化の大きな要因となってい

るということでございます。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 何か御質問、御意見等ございましたら。 

（小泉議長） 定率減税を戻したということは後で効いてくるな。 

（谷垣議員） そうですね、これは全くおっしゃるとおりです。 

（与謝野議員） 谷垣大臣、平年度化すると19年から、あと１兆２、３千億円は効い

てくるのではないですか。 

（谷垣議員） 平年度化いたしますと、あと約１兆円程度効いてくるという感じだっ

たと思います。 

（与謝野議員） 全部で２兆５千億円。 

（谷垣議員） そうです。 

（与謝野議員） 平成19年度から。 

（小泉議長） 基礎年金の国庫負担が３分の１から２分の１になるだろう。 

（谷垣議員） はい。 

（与謝野議員） それでは、一応ここまでにいたしまして、歳出・歳入一体改革と社

会保障と地方財政に関しまして、有識者議員から資料が提出されております。今

日、別に結論を得るという話ではなくて、それぞれ論点をお示しいただくという

ことでございます。 

それでは、社会保障のあり方につきまして、奥田議員から御説明をお願いしま

す。 

（奥田議員） お手元に「『歳出・歳入一体改革』と社会保障の在り方について」とい

うペーパーが出ておりますが、これに従いまして御説明申し上げます。 

まず第１に、歳出・歳入一体改革の最重点課題についてでございますが、小泉

内閣では、医療等個別制度の改革で制度の持続可能性の確保に取り組んでまいり

ました。しかし、社会保障は国の一般歳出の４割を超えておりまして、歳出・歳

入一体改革の中で更なる見直しは避けて通れないということでございます。これ

を放置すれば、少子高齢化の中で現役世代の負担増や、あるいは将来世代への負
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担の先送りとなりまして、持続可能性が失われるおそれが十分あります。このた

め、先ほど谷垣大臣からもお話ございましたが、社会保障の見直しを歳出・歳入

一体改革の最重要課題と位置づけるべきだろうと、このように思います。 

第２に、改革実現に向けての重要指針として７つのポイントを挙げております。

１つ目は、一体的改革と一元的管理ということでございます。年金、医療、介

護などの制度設計を総合的に関連づけて、一元的な管理体制を確立すること、ま

た無駄や重複の排除、給付間の均衡や負担の公平確保、また国民への情報提供と

サービスの向上、管理コストの節減を図るということであります。 

２つ目は、ＩＴ化の推進と社会保障番号の汎用的活用等についてでございます。

これは社会保障制度の一体的改革、あるいは一元的管理にぜひ必要なものであり

まして、さらに個人レベルで給付と負担がわかるように、いわゆる「社会保障個

人会計」、このような制度を導入すべきであると思います。 

３つ目は、持続可能性と経済活力の維持についてでございますが、給付は負担

能力に見合った水準でなければ持続可能性を持たず、また経済活力を阻害すると

いうことになります。グローバル化の中で、経済活性化と両立可能な制度を再構

築して、安心の基盤を強固にするということが必要であります。 

４つ目は、世代間・世代内の公平ということでございます。社会保障給付のた

めの負担は、将来世代に先送りするのではなく、給付の削減を含めて、現世代で

負うべきであります。また経済環境の激変や少子高齢化の移行期においては、世

代間あるいは世代内の不公平感を助長するために、公平の確保を通じて国民の連

帯を強化するということが重要であると思います。 

５つ目は、財源の安定化と負担構造の適正化ということであります。給付に見

合う安定的な財源を確保しながら、リスク分散、あるいは所得再分配、このよう

な各制度の性格や、また自己負担、保険料、税の関係、国と地方の役割分担等を

踏まえながら、財源の種類と負担のあり方を、「自助」、「共助」、「公助」、この３

つの観点から再構成することが必要でございます。 

６つ目は、少子化の流れへの積極的な対応であります。高齢者関係給付に偏っ

ております社会保障制度を大胆に再設計して、少子化への流れに対応した施策を

推進することが大切であると思います。 

７つ目は業務・組織改革と国民本位の規制改革の徹底についてであります。社

会保険庁改革と中医協改革等を徹底いたしまして、業務を包括的な市場化テスト

にかけるとともに、国民本位の規制改革を実行するということであります。 

第３に、選択肢の提示と国民的議論ということでございますが、社会保障制度

は、国民の安心確保ための最も基本的なインフラでありまして、国民の不信感、

あるいは不公平感を払拭する最大限の努力は必要であると思います。 

将来の制度体系のあり方も展望しながら、給付と負担の規模、範囲また内容に

ついて、複数の選択肢を提示して国民的な議論を行う必要があると、このように

思います。 

その際、これまで取り組んでまいりました医療改革等の上に立って、更なる合
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理化努力を実施するということを前提とすべきであると考えております。社会保

障の規模の選択肢につきましては、財政健全化や国民負担との関係を明らかにす

る観点から、対ＧＤＰ比等によって示すとともに、国民生活への影響をわかりや

すく示す必要があると考えております。 

最後に、得るべき結論について、先ほど説明いたしました重要方針に基づきま

して、選択肢についての国民的議論を経て、改革の結論を出すべきであると考え

ております。 

私からは以上でございます。 

（与謝野議員） それでは、谷垣大臣から御発言がございます。 

（谷垣議員） 今、民間議員ペーパーで御説明いただきました重要指針については、

これまでの改革でも取り組んできた視点でございまして、こういう視点の下で、

今後とも引き続き社会保障改革に取り組んでいく必要があろうかと思います。 

その中で、今後の社会保障改革における最大の問題は、このペーパーにもござ

いますが、現世代の受益である社会保障給付に対する負担、主に税負担が将来世

代に先送りされているということだろうと思います。したがって、社会保障につ

いては、国民の負担にも目を配りつつ、給付について不断の見直しを行うと同時

に、必要な給付に対する負担について、将来世代に先送りすることがないように

安定的な財源を確保することによって、社会保障や財政の持続可能性に対する信

認を高めて、国民生活の安全・安心を確保するということが必要ではないかと思

います。 

今後、歳出・歳入一体改革の議論におきましては、こうした観点から、社会保

障の視点や国民負担の将来に向けた見通しも踏まえ、社会保障の財源をどう賄う

かといった点にも十分配慮しながら、議論をしていくことが必要ではないかと考

えます。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言をいただきたいと思います。どうぞ吉川

議員。 

（吉川議員） 先ほど奥田議員から御説明があった点は、いずれも大切だと考えてい

ますが、具体論として、我々民間議員が昔から主張しているわけですが、社会保

障番号については、これはやはり必要だと考えております。それがもたらすいい

意味での影響は広範囲に及ぶと思いますので、そろそろ真剣に検討していただく

必要があるのではないかなと考えております。 

（小泉議長） この社会保障番号は、納税者番号より前の段階だと思うのだけれども、

どういうふうにやっていくのですか。具体的に進めていく手順というのは。 

（吉川議員） 他の先進国で既にある国がたくさんございます。ですから、そうした

国でどのような形で運用されているのか、具体的には、米国でもどこでもいいと

思いますが、それに学べばいいのではないかなと思います。 

（小泉議長） そんなに難しいことではないのか。 

（本間議員） 今、制度がばらばらになっておりますから、総理がおっしゃるとおり、

それをどういうぐあいにつなぐかという問題は当然出てくると思います。 
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（牛尾議員） アメリカがやっております。アメリカはソーシャルセキュリティナン

バー。 

（奥田議員） ＳＳＮという名前で。 

（小泉議長） 社会保障は日本ほど充実していないでしょう、アメリカは。 

（奥田議員） それは日本の方がはるかに充実しています。 

（牛尾議員） 重複支出が出ようがないという説もあるぐらいですけれども、あるこ

とによって、そこからかなり効果が出ています。それと、資料の「２．改革実現

に向けての重要指針」の１番目の「○」に書いたように、一体的改革と一元的管

理も同時に進めることができます。要するに、年金、医療、介護、生活保護等、

これを一体的に捉えて、制度の設計を総合的に簡素化して、しかも重複支出がな

いようにするということです。これをすると非常にいろんな点でも問題がクリア

になると思います。 

（小泉議長） 財務省か、厚労省か、こういうことから入ると、具体的な手順ないか

ね。そうじゃないとね、なかなかわかりにくいよ。 

（竹中議員） いくつかの省で検討したことはあると思いますね。アメリカの場合は、

ソーシャルセキュリティナンバーを得るために、オフィスに行って登録するわけ

ですね。日本の場合ですと、世界にあまりない住民票というのがありますから、

それを使う方がいいか悪いかとか、改めてもう一回国民全員にそこに行っていた

だくのかとか、そういう問題は出てくると思います。ただいずれにしても、やろ

うと思えば、これはできると思います。 

（小泉議長） 個人情報の問題もある。 

（牛尾議員） 地方自治体がきちんとあるし、e-ガバメントも相当進んでいますから、

手順を示せば、それほど複雑なことではないと思います。 

（竹中議員） e-ガバメントに結びつけようと思ったら、やはり住基ネットをどう位

置づけるかという、そういう問題をクリアしなければいけなくなる。 

（吉川議員） 従来から、こういうものを入れるのは難しいという議論がたくさんあ

るわけですけれども、諸外国でも、先進国はやっているわけですから、そろそろ、

本当に前向きに検討していただく必要がある。 

（小泉議長） 納税者番号よりはやさしいだろう。 

（本間議員） これは従来の番号に各共済や厚生年金をつなげばいいわけですから、

社会保障番号の延長線上でやろうとすれば、技術的にはクリアできるなと思いま

す。ただ、今、竹中総務大臣がおっしゃったとおり、総務省で住基番号を使って

いますから、どちらを使うかとか、いろいろな調整はしなければいけないのだろ

うとは思います。しかし、新規に納税者番号という形よりは、ずっと既存の番号

を使った方がやりやすいということだろうと思います。 

（小泉議長） 難しい方法を、みんなやれ、やれと言っているんだから。納税者番号

を、民主党もやれやれと言っているし、識者もやれやれと。これは、どこの省が、

どういうふうに、具体的にどういう問題があるか、わかりやすく整理して提示し

て。 
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（与謝野議員） 整理して。はい。 

（牛尾議員） 複数の省にまたがるわけですから。 

（与謝野議員） 社会福祉番号は誰か、研究している人がいるはずです。 

（牛尾議員） いろんなところで研究していますから。 

（本間議員） いろいろ情報はあると思います。ただ、政府は、これまで取り組んで

きた部分もありますから、それとのつなぎも勉強させていただきます。 

（与謝野議員） はい。総理よろしいですか、次の議題で。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員） それでは、次に地方財政につきまして、本間議員から資料の御説明

をお願いいたします。 

（本間議員） それでは、奥田議員に引き続きまして、社会保障を今整理していただ

きましたので、私の方から「国と地方の財政健全化について」というペーパーを

報告させていただきます。 

３ページ目をまず見ていただきたいと思いますけれども、国と地方の最終支出

の中で、地方が64％を占め、国が36％を占める。しかも国から地方へ33兆円の財

政移転があるということでございます。その背景として、税源の部分で国が大き

な割合を占めているという構図になっているわけですが、このように重層的な関

係の中で、国・地方の財政再建化をどのように進めていくかということは、複雑

な利害関係もありまして、これまで進んでこなかったというのが実態だろうと思

います。 

「２．これまでの取組み」のところにも書いておりますように、小泉内閣にな

りまして、三位一体改革を中心にしながら、この問題に精力的に取り組んできた

わけでありますが、基礎的財政収支は、2001年の22兆円から2006年には14兆円、

名目ＧＤＰ比率にして2.8％に縮小しております。これは４ページを見ていただく

とその動向がおわかりいただけようかと思います。2001年から国がマイナス4.0％

からスタートし、2002年、2003年は、その効果がまだ出ずに膨らみ、そして2003

年にボトムを打ち、着実に財政収支が改善し、2011年度にはマイナス1.4％まで来

ると予想しております。 

それに対しまして、地方はなだらかな動き。なだらかというのは、是非を言っ

ているわけでございません。そのような性質の支出を含んでいるということでご

ざいますけれども、マイナス0.8％からプラス1.4％に今後2011年に向けて動いて

いくというのが「改革と展望」の予測でございます。 

この国と地方全体でプライマリーバランスをゼロにもっていくという目標と、

その中身をどうするかという問題が、当然次の課題として出てまいります。地方

がプラス1.4％、国がマイナス1.4％という組み合わせでいいのか、あるいはこれ

から５年間をかけてこの構成を変えるのか、変えるとすると、どのような制度改

革をしなければならないのかと、こういう整理の仕方をしております。 

そこで、「２．これまでの取組み」の真ん中の２番目の「○」を見ていただきた

いと思いますが、債務残高対ＧＤＰ比率で見てみますと、国と地方とそれぞれ
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109％と34％であり、開きがございます。したがって、2006年の初期時点を2011年

に向けて改革をしていく際に、この関係を考慮しなければならないだろう、とい

うことでございます。 

そして「３．財政健全化の課題」のところに入りまして、この財政再建化を進

めていくときには、プライマリーバランスをトータルでゼロにするという2011年

に向けての５年間と、それ以後の債務残高比率を対ＧＤＰ比率で下げていくとい

う目標設定、これは10年後ぐらいはそのことをやらなければならないと思います

けれども、そういう流れの中で、考え方としてどのようなアプローチがあり得る

かということでございます。 

２ページの最初のところでは、財政健全化目標というものを、国と地方がそれ

ぞれ構造的安定性を持つような形にすべきだと主張しております。ここで構造的

安定性というのは、単にフローの単年度収支の黒字化ということだけにとどまら

ず、ストックの債務残高が対ＧＤＰ比率で国・地方それぞれ持続的に減少する制

度をつくっていく必要性があるということでございます。 

仮の試算ではありますが、２番目の「○」のところでは、それぞれの債務残高

が減少していくための構造的安定性を実現するためには、金利や成長率を１％上

回るような状況では、国は基礎的財政収支を継続的に1.1％黒字化をしなければな

りませんし、地方は0.4％の黒字幅を維持していくことが必要になってくる。もち

ろん、金利が成長率と等しいような場合には、この基礎的財政収支の黒字のテン

ポが早くなり、早期に構造的安定性が実現できるということになろうかと思いま

す。この両者の関係及び両者のアンバランスを国と地方の役割分担を踏まえて、

補助金の削減や交付税を含む税財源配分、これは将来負担増を求める際にはその

割合をどうするかということについても調整し、改革をしていく必要性があろう

かと考えております。 

最後は、中長期的な課題としての地方行政財政制度のこれからの考え方をまと

めております。当然、単に収支尻の問題を調整すればよいという次元の低い考え

方であってはならないと考えておりまして、自由と責任を前提とする地方の自立

が前提であり、過度の国への財政依存と、国の地方への過剰な関与を廃止し、個々

の自治体が規律づけできるような仕組みをつくっていく必要性があろうかと考え

ております。 

その点で、全体としての財政健全化目標に照らして、地方財政計画の歳出につ

いて、内閣が全体で、あるいは財務、総務両大臣のリーダーシップの下で、大胆

な削減目標を考えていくということも必要になってくると思います。 

さらには、国の過剰な関与を排するために、地方の自立に向けて計画的に取り

組めるよう、中期地方財政ビジョンを策定して、地方があらかじめどのような財

政状況になるのか、地方の経営に対しての予見可能性を高めていく必要性があろ

うかと考えております。 

具体論として、地方交付税制度は、御承知のとおり、ミクロ的には基準財政需

要額を積み上げ、それに対して基準財政収入額の足りない部分を財源補てんする
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という仕組みになっておりますが、この制度が極めてわかりづらいということが

各方面から指摘されております。そのわかりにくさが、国の裁量を入れ込むのに

都合がよいのではないかという議論さえございます。その点で、人口と面積を基

本に思い切って簡素化し、透明化をしていくことが求められると思います。 

その上で財源保障的な性格を弱め、歳入保障型に転換させて、水平的な財政調

整機能というものに対する新たな枠組みをつくっていくことが必要になってくる

と思います。純粋に財政調整の型とすれば、結果として、不交付団体50％になっ

てきます。 

自由と責任という観点では、地方債における国の関与の縮減、撤廃を進めてい

くことも必要になってくるかと思います。その発行の自由化を目指すと同時に、

地方の再建型の破綻法制を早期に整理することも課題になってこようかと思いま

す。 

最後に、地方自治組織の再編、これは地方制度調査会において道州制の検討も

なされております。さらには、基礎的自治体に向けての合併をきちんと取り組ん

でいくことも、これまで以上に積極的に推進していく必要性があろうかと考えて

おります。 

民間議員のペーパーの内容は以上であります。 

（与謝野議員） ありがとうございました。続きまして、谷垣大臣から御発言がござ

います。 

（谷垣議員） 民間議員のペーパーにも書いていただいていますように、国と地方の

財政状況にはアンバランスが存在しておりまして、これは国と地方のプライマリ

ーバランスや長期債務残高の対ＧＤＰ比などの状況を見れば明らかだろうと思い

ます。また、このような状況を踏まえまして、国と地方、それぞれの財政の構造

的安定性を目指すべきであると書いていただいておりますが、そのための基礎的

財政収支の黒字幅を見据えていくことは大変大事なことだろうと思います。 

それから、今後歳出・歳入一体改革の議論を進めるに際しては、地方において

も、引き続き強力に歳出改革を推進していく必要がございまして、地方財政計画

の歳出の大胆な削減目標を掲げるということが大事だろうと思います。そのため

にも、入るを量りて出ずるを制すという基本に立ち返りまして、地方交付税総額

については、今後とも厳しく抑制を継続することが非常に大事な政策手段ではな

いかと考えます。 

その上で、国・地方を通ずる財政構造改革をバランスよく推進する観点から、

歳出抑制による果実をどう取り扱うのかといった点が今後の重要な検討課題にな

るだろうと思います。その際、現状では長期債務残高の対ＧＤＰ比など、ストッ

ク面で国が背負っている財政負担が相当重いことを踏まえて、国と地方の責任分

担を考えていく必要があるのではないかと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございました。次に、竹中大臣、二階大臣から資料の提

出をいただいております。 

まず竹中大臣より御説明をお願いします。 
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（竹中議員） 歳出・歳入一体改革に関連して、地方財政をどのように改革するか。

極めて重要だと思います。今日はポイントを２つお話させていただきたいと思っ

ております。 

１つは、かねてから色々と議論のある地方財政の仕組み、構造自体をどうする

かという問題で、これは民間議員ペーパーの一番最後に書いてある問題と重なる

問題でございます。この点については御承知のように、今、大田弘子政策研究大

学院大学教授を座長とする地方分権21世紀ビジョン懇談会で、本間先生にも入っ

ていただいて議論をしております。 

今日の段階では明確にその懇談会の方向性をお示しすることを、まだ途中です

ので控えますけれども、議論のポイントがどういうことかということを後でちょ

っと紹介させていただきます。それとの関連で、民間議員ペーパーに対するコメ

ントも後で少し紹介させていただきます。 

これに対して、もう１つのポイントは、プライマリーバランス回復に向けた議

論で、国と地方の役割分担をどうするかという、極めて重要な問題だと思ってお

ります。 

実は、これに関連して昨日、今日と参議院の予算委員会で、地方財政、地方交

付税について非常に本質的な、レベルの高い議論が行われているように思います。

こうした点、各大臣は御存知のとおりでございますけれども、こうした点も踏ま

えて少し申し上げたい。まず、私は簡単な紙を今日提出しておりますけれども、

プライマリーバランスの改善に向けて、まず議論しなければいけないのは、2002

年がプライマリーバランスの赤字のピークですけれども、過去４年間にプライマ

リーバランスの赤字が見事に半減したという事実でございます。過去４年間で28

兆円から14兆円になりました。４年で、しかも経済がデフレで非常に厳しい中で、

増税をしないで赤字を半減したというのは、これは大変立派な実績だと思います。

まさに小泉構造改革の成果であると思います。 

これに対する普通の国民の素朴な思いは、多分、このペースで続ければ、2011

年、４、５年後にはプライマリーバランスは回復できるのではないか、というこ

とだと思います。当然、そこで意見は出てくるわけです。これまで削減してきた

ようなペースはとても続けられない。社会保障も増えるかもしれない。だから増

税も必要だ等々である。そういう議論は当然しなければいけないのだと思います。

しかし、改めてここで気がつくのは、そもそも過去４年間こんなに立派な成果

を挙げているのに、一体どの項目で、誰が歳出を削減して、どれだけ税が増えて、

その結果スリム化したのか、十分な議論が行われていないことです。もちろん税

の自然増収もあったわけですけれども、もっと広く言えば、28兆円の赤字が14兆

円の赤字に変化した要因について、ほとんど十分な議論が行われていないという

ことです。 

私は、やはりこれを徹底的にやるのがこの諮問会議の役割ではないかと思いま

す。先ほど悪化の要因について、谷垣大臣からあったわけですけれども、むしろ

改善した要因は何なのか、これが続けられるのかということが重要です。前回の
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会議で、いきなり要調整額何十兆円という数字が出てきて、私もちょっと理解で

きないし、総理からもこれはわかりにくいという御指摘があったわけですけれど

も、恐らく、民間議員と事務局の気持ちとしては、どれだけ要調整額だと、その

うち社会保障でこれだけ削れ、公共事業でこれだけ削れ、あと残りは地方で削れ、

そして増税だ、というような議論をしたかったのだと思いますけれども、それで

は、国民の納得を得られないと思います。これはやはり、どれだけだったら削減

しよう。いや、もう削減はできないから増税に応じよう。そういう議論に持って

いかないと、この問題は解決しないと思います。 

そこでちょっとクイズみたいで恐縮なのですが、こういう場合、皆さんはどう

いうふうにお考えになるかお伺いしたい。和歌山県で１億円歳出を減らし、スリ

ム化しました。しかし、１億円歳出を減らした結果、国からの交付税も１億円減

りました。そうすると、国と地方を合わせたプライマリーバランスは１億円改善

したのですけれども、この１億円の改善は、誰の努力によってなされたのでしょ

うかというクイズです。 

実は今の統計のつくり方だと、この１億円の削減は国が行ったというふうに出

てくるのです。あえてもう少し例を言うと、私の家計の話で恐縮ですけれども、

家内が家計を管理しております。私はそこから毎月、幾らかもらって、外での活

動に充てております。倹約しようと思って飲みに行くのをやめて、たばこも減ら

して１万円節約しました。その分家内からこちらの方に来るお金が１万円減りま

した。これは誰が努力して減らしたのかというと、今の統計の作り方で言うと家

内が努力したことになり、私が努力をしたということにならない。これはちょっ

と違うのではないかと、つまり地方はそのように思っているということなのだと

思うのです。 

そのため説明資料にこの表を作りました。表の右側にある「改革と展望」では、

プライマリーバランスの赤字は28兆円から14兆円です。四捨五入すると13兆円改

善しております。国が10兆円改善して、地方が３兆円改善したことになっている。

これだけ見ると、地方はもっと努力しろという議論になってしまうわけです。 

ところが私が示した真ん中の実質的なプライマリーバランスで見ると、実は地

方が最終的に５兆円の歳出を削減しているので、実質的なプライマリーバランス

改善への貢献では、国が６兆円、地方が７兆円の貢献いう数字が出てくるのです。

つまり、交付税の４兆円をどちらに付けるかによって、議論は全く違ってくると

いうことが重要なポイントなのだと思います。 

私はかねてから、交付税というのは中間的歳出だから、プライマリーバランス

の議論をするときには、この特殊性を考えなければいけないと申し上げているわ

けですけれども、表は、まさにこのことを申し上げているわけです。もちろん、

色々と議論していただけたらいいのです。ここではラフな数字しか分かりません

から、歳出の中でも社会保障、これは国も地方も増えています。人権費はどうか。

その他の経費はどうか。公共事業はどうか。私は今日申し上げたいのは、こうい

う議論こそを内閣府で事務方できっちりと詰めてやっていただきたいということ
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なのです。 

かねてからこういう問題になると、必ず財務省と総務省の神学論争みたいにな

ります。この表は私が勝手に作りましたけれども、総務省から見ると、この表は

実は不満があるのです。なぜならば、歳入増のところで、私は国税５兆円、地方

税２兆円と書いていますけれども、総務省的に言うと、いや、国税５税のうちの

３分の１は、そもそも地方のものなのだから、その増加は地方に書くべきだとい

うことになる。本当にうまくできていると思うのは、今まで必ずこういう形で神

学論争で平行線をいって、最後に足して２で割っていたのだと思います。だから、

折半ルールというものがものすごく多い。今回も見事で、例えば、地方がプライ

マリーバランスで７兆円改善したうち、約半分の４兆円を交付税の削減に充てて、

結果的には見事な折半ルールになっていると思うのです。 

今日、申し上げたいのは、今回はどこまでも平行線で行って、足して２で割る

ということはできないでしょう。だから、実質的に一体何がこの４年間起こった

のかというファクトについて、事実認識を共有しましょう。そして、やはり歳出

全体をさらに減らしていかなければいけない。国も地方も歳出をさらに減らさな

ければいけないが、地方から見ると、地方が４年間これだけ頑張ったのだから、

国がもっと頑張るべきだという意見もあります。これらの議論を踏まえて、どう

いうふうに減らすかという共通のルールを作っていかなければいけないと思うの

です。 

そこで、ある程度総務省と財務省が神学論争的なことをするのでしょうけれど

も、ジャッジは内閣府にしていただいて、特に、できれば専門家である本間先生

に見ていただいて、是非そういう共通認識を持てるようにしていただきたいとお

願いします。 

今日、民間議員からペーパーは出ていますけれども、この数字は、今言ったよ

うな国庫中心の見方が出ているのです。交付税の分を別に考えると、地方から見

ると別の数字になってしまうということを申し上げておきたいと思います。 

次のページの、私の懇談会で行っている議論でございますが、民間議員のペー

パーとかなり同じところもあろうかと思います。 

まず、この交付税の改革のためには、何といっても地方の自由度の拡大と、責

任の明確化をやらなければいけないと思います。自由度の拡大に関しては、民間

議員ペーパーにも書かれておりますけれども、道州制を視野に入れた国と地方の

役割分担の見直し、この点は今日も委員会で片山参議院幹事長が力説しておられ

た点ですけれども、そこはやらなければいけないと思います。同時に我々の懇談

会では、法律で決めたことについて、一定の範囲で条例に決定を委ねるという形

で地方に自由度を持ってもらうという制度も必要ではないかということを織り込

んでおります。 

地方の責任に関しては、これは破綻法制の話が新聞等々で結構おもしろおかし

く取り上げられておりますけれども、もちろん再建型のものでなければいけない。

特に重要なのは、今も再建のための仕組みはあるわけですけれども、返せなくな
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った過去の借入金をどうするかというストックのシステムが今の制度の中には入

っておりません。このストックの問題をきちんと片づけないと、本当の意味での

再生ができないわけでありますので、そういうものも含めたものにしたい。逆に

貸す方から見ると、貸すときに従来以上に注意するようになるわけですから、そ

こでモラルハザードを食い止めるという予防的な措置も働く。そういうことにぜ

ひ踏み込んでいきたいと思っております。 

国・地方を通じた財政健全化のための改革に当たっては、国・地方双方とも目

標を持たないといけないと思いますので、共通の認識と共通のルールができるよ

うな基盤をまず作っていく必要があります。それに基づいて地方財政ビジョンも

作ります。そして、地方行革の推進のために、何らかのしっかりしたインセンテ

ィブを入れていかなければいけない。この点はいろいろな議論があるところであ

りますけれども、本当に頑張った自治体がきちんと評価されるような仕組みを作

っていかなければいけないと思っております。結果として不交付団体が増加でき

るように、その目標を定めなければいけない。何より制度の簡素化・透明化を行

わなければいけないと思います。 

民間議員のペーパーについて、手短に少しだけコメントをさせていただきます。

１ページ目の２の２つ目の「○」のところで、先ほど、債務残高ＧＤＰ比が国は

109％、地方は34％でアンバランスになっているという御指摘がありました。その

とおりなのですが、諸外国はどうなっているか。日本は、109対34ですから、大体

３対１です。国は地方の３倍の借金を持っているということになります。 

ところが、ＯＥＣＤの平均は、これは３対１ではなくて、７対１なのです。つ

まり、ＯＥＣＤの他の国は、地方にはほとんど借金をさせないような仕組みにな

っているのです。これはもちろん、地方の財政の大きさもありますけれども、そ

の地方にどのぐらいの自由度が与えられているか。借金が増えた場合に、増税な

いしは歳出削減等の自由があるかどうかということの関係で決まるわけですから、

これは１対１がいいということでは、決してないのだと思います。繰り返します

が、ちなみにＯＥＣＤの平均は７対１です。そういうことを考えて、何対何が適

切なのか目標設定しなければいけないという点があると思います。 

金利と成長率の関係は今日は申し上げませんけれども、金利と成長率が逆転す

ると民間議員ペーパーの数字は全然違ってきます。等しい場合には、安定性を早

期に実現できると書いていますけれども、これは当たり前の話で、金利が成長率

と同じ場合、金利と成長率が逆転する場合に、構造的安定性を有するためにはど

ういう数字かというのは、やはり、これはきちんと出していただくべきだと思い

ます。 

最後に２点。下の方で民間議員は、今日はものすごく大胆な提案をしておられ

ると思います。まず、水平的財政調整について諮問会議で議論されるのは、実質

的には初めてではないだろうか。水平的財政調整というのは、基本的には、東京

都の地方税を別の県に持っていくという議論でありますから、これは１つの考え

方であるとは思いますけれども、大変な議論であると思います。どういう議論が
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あるかという整理も含めて懇談会で詰めたいと思います。 

また、歳入保障型というのも１つの考え方ですけれども、実は今何が起こって

いるかというと、地方交付税というのは、実は究極の補助金のような性格がある

わけです。補助金のような性格というのは、例えば、大雪が降って、国として除

雪費をある程度見なければいけないからということで、特別交付税を出している

わけです。しかし、こういう形で必要なものを財源保障をしないならば、今回の

ような場合は国土交通省の予算で雪害対策緊急費というような補助金を別途つく

らなければいけなくなるのだと思います。構造設計の問題が出てきた場合も、最

終的には交付税でどうするかという議論になるわけですけれども、もし、これが

国として本当に必要だということであるならば、何とか対策補助金というものを

別に国土交通省予算で作らなければいけなくなる。そういう政策が全部交付税の

中に集約されていますので、それらとの関連というのは、かなりきちんと議論し

なければいけない問題になると思います。 

最後に、「不交付団対比率50％」というのは、団体数ですか、人口ですか。 

（本間議員） これは、意欲的に団体数で出しております。 

（竹中議員） 団体数で50％とすると、人口で90％でしょう。人口で90％を不交付団

体にするということは、これはちょっと想像がつきませんけれども、人口１万の

過疎の村なども自立できるようになるという案なのです。これはすごい案だと思

います。なぜならば、恐らく今の国税を全部税源移譲するぐらいの規模の移譲を

しないと、このようなことはできないのだと思うのです。それで民間議員からの

提案ですから、よく検討はしてみます。人口比で50％でも、正確にはわかりませ

んが、10兆円規模の税源移譲をしないとできないと思います。そういう御提案だ

と思います。財務大臣は何とおっしゃるか。 

（谷垣議員） ちょっとよく想像ができないのですが。 

（竹中議員） なかなか大胆な御提案ということで受けとめて検討をさせていただき

ます。 

（与謝野議員） それでは、次に二階大臣から、時間が迫っておりますので、簡潔に

お願いします。 

（二階議員） それでは簡略に。お配りしている資料をざっと説明させてください。 

地方財政の問題と地域経済の活性化というのは、当然、切り放すことはできな

いわけでありますが、地方の財政力を向上させるためには、地域経済の活性化が

まず必要であり、地域経済の活性化には、地方財政制度の改革が不可欠であると

思っております。 

日本の経済全体として、景気は確かに回復してきているものの、地域間のばら

つきは大きいということをしばしば指摘されております。特に人口規模の小さい

地方では、厳しい経済状況に直面しています。この厳しい状況下にある地域をど

のように、いかにして活性化するかというのは、今後の日本経済の成長の一つの

大きなテーマであると思っております。新経済成長戦略の中で、このことを検討

しております。 
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本日は地域経済の活性化の基本的な考え方について、簡単に申し上げたいと思

います。資料１ページに地域経営という視点が重要であることを申し上げておき

たいと思います。 

具体的には３点です。第１は、自らの地域の特色ある資源を上手に発掘し、こ

れを活用し、さらに域外、場合によっては海外の市場から利益を獲得するような

産業を育成するということが大事ではないか。第２に経済・社会的にひとつのま

とまりを成す複数の市町村を一体的に地域経営を行うということ。第３に、地方

自治体の経営努力が報われる地方交付税制度など、自立的な地域経営を行うにふ

さわしい地方財政制度とすること。これらをこれから考えたいと思っております。

例えば、資料２ページ目の事例１番の夕張メロンゼリーの例をご紹介したいと

思います。 

北海道砂川市の企業が夕張メロンという地域資源を活用している例であります。

これは地域の特色ある資源をうまく活用し、域外から利益を獲得する産業の１つ

の例であります。同時に近隣の複数の市町村で、このことに積極的に協力してお

互いに利益を得ている事例であります。また、地域活性化のためには、地域の人

材の育成、指導者の育成が欠かせないことも特に強調しておきたいと思います。 

事例５にお示ししていることは、工業高専、工業高校と産業界が一体となった

産業人材の育成の取組みについて紹介しております。企業の技術者やＯＢの方々

に御協力をいただき、「モノ作り博士」という名前で小中学校に派遣し、先生にな

っていただいて、実験などを通じて、理科の楽しさを伝える取組みなどを始める

ことによって、理科教育等の促進を刺激的に誘導してはどうかと考えております。

本日は地域の活性化についての考え方を簡単に述べましたが、現在、こうした

考えのもとに新経済成長戦略で検討しておりますので、改めて御報告の機会を得

たいと思います。 

以上です。 

（与謝野議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） 竹中総務大臣から広範なコメントを頂きましてありがとうございます。

基本的には、認識は竹中議員とほとんど変わっていないのだろうと理解をいた

しました。 

プライマリーバランスの分析をお示しいただいておりますけれども、我々は

2001年から2006年までやっているということ、それから交付税特別会計で、国と

地方を按分した形で集計をしているということ、ここはもちろん財務省と総務省

との間で御意見が分かれる部分がございます。その仕分けの違いによって地方交

付税のプラスマイナスの数字が違ってくるということ、これは当然のことだろう

と思います。したがって、そのやり方について、竹中議員が御指摘のとおり、今

後詰めていく必要性があろうかと思います。それから、交付税の５税分を一般補

助金と考える財務省の立場に立つのか、あるいは地方固有の財源として考えるか

という違いもあるのだろうと思います。 

そういう意味で、問題に齟齬がある部分があるとは思います。しかし、フロー
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とストックの関係を今後どのように詰めていくかということは、平仄を合わせな

がら議論をしていくため、その土台を早く作っていかなければならないのだろう

と思います。 

その上で、幾つか御指摘を頂いている点ですが、地方のストックのデータを拝

見しますと、ＯＥＣＤのデータをきちんと読んでいただければおわかりになろう

とは思いますけれども、ドイツは非常に地方が大きいのですけれども、総務省の

データには入っておりません。それから州政府も、例えばスペインなどは州政府

の部分があるのですけれども、ここの部分も入っておりません。したがって、Ｏ

ＥＣＤを統一的な基準で比較いたしますと、地方の数字は5.9ではなく2.9倍ぐら

いになります。 

（竹中議員） 総務省の数字とは何でしょうか、そのような数字は出していないと思

いますけれども。 

（牛尾議員） ７対１と言われたのです。 

（本間議員） それは、以前竹中議員が発言された「地方の債務残高はＯＥＣＤ平均

の5.9倍」に対応するものと理解いたしました。それがまず第１点です。統計上の

整合性をとるべきという竹中議員のお話ですからの整合性をとった形でやりたい

と思います。 

それからもう一つ御指摘いただいた２ページの４の４段目の「○」の、財源保

障型から財政調整型にすべきだということは、2001年の骨太の方針のころからず

っと議論をしてきたわけでありまして、その際に、不交付団体50％も含めて提案

をして、しかし、それは現実的には難しいから人口比で半分ではどうだと、こう

いう議論に進んだと認識をいたしております。したがって、改めて財政調整機能

を強化していく場合には、こういう考え方というのをもう一度出したらどうだと

いうことでございまして、ここの部分のところで、竹中議員と我々の側にそれほ

ど大きな齟齬があるのかなと思っておりました。 

しかも、この点については、「地方分権21世紀ビジョン懇談会」の大田弘子座長

にヒアリングをした上で、こういうことを書いております。今後、懇談会等でま

だ調整をさせていただきたいと思っています。 

（竹中議員） 特別会計の分を地方と国でどう折半するかという問題で新しい数字を

出しているのですが、私が申したのは、「改革と展望」等々でよく出てきている数

字そのものが、これは特会の按分の話ではなくて、交付税そのものをどちらにつ

けるかということで根本的に違っているということです。数字には当然意味があ

るのですが、歳出削減をする場合は、どちらにやるべきかとか、そういう議論の

整理はしなければいけないということだと思います。 

改めてですけれども、不交付団体の数を団体数で50％ということでありますの

で、多分、数十兆円規模の税源移譲になると思いますので、税源移譲は必要だと

思いますので、そのことを踏まえて、ぜひよく検討させていただきたいと思いま

す。 

（与謝野議員） 今日はちょっと時間がないものですから。 
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（本間議員） もう一度論点を整理し、かつ統計上の齟齬がないような形で整理させ

ていただきたいと思います。 

（小泉議長） 不交付団体がどの程度できるかと。今まで3,200団体の中で、200弱が

不交付団体で3,000が交付団体だから。その場合、どの程度不交付団体ができるか

ということ。多い方がバランスできるのだから。 

（竹中議員） そのとおりです。 

（牛尾議員） 人口と両方考えればいいのです。 

（竹中議員） ですから、その議論を是非したいのですけれども、今日御提案いただ

いたのはものすごく大胆な御提案で、地方はそれだけ税源移譲ということだから

歓迎できる部分があると思いますけれども、多分、財務省が腰を抜かすほどの税

源移譲になるのではないかということを言っているのです。 

（小泉議長） 1,800のうち半分なのか、800なのか、500なのか、300なのかで違うで

しょう。 

（竹中議員） 違います。 

（本間議員） ここはもう少し説明しますと、極端な水平的財政調整というのは、例

えば、東京都も含めて一定のプールをした上で、それを一人当たりの収入ベース

で考えてちょうど平均的にする。上から下への移転になりますから50％だという

ことを単に言っております。非常にドラスティックな水平的な調整のメカニズム

を言っているのです。 

（竹中議員） 団体数で50％ですね。 

（本間議員） 例えば単純に上から下に落とせば半分になるわけですね。 

（牛尾議員） 人口数じゃないの。 

（本間議員） 団体数です。 

（竹中議員） 大胆な御提案ですので。 

（本間議員） だけど、竹中議員が経済財政担当相だったころに、我々は「検討の場」

等で団体数で議論していた。 

（竹中議員） そのときは人口だったと思うのです。 

（本間議員） 団体数では難しいという議論があり、人口数に譲歩したのです。 

（小泉議長） 団体と人口と似ているのですよ。交付団体なのだから。団体の人口が

幾つかなのだから。そうでしょう。人口だったら、地方団体にならないじゃない。

２つの市が一緒にならなければならない。わかりやすいのは団体ですよ。市町村

は自治体なのだから。 

基準財政需要額の単位がどうかということなのでしょう。基準財政需要額の算

定が複雑過ぎるから、団体の中で簡素にしろということで、人口数だけだったら

２市町村、３市町村だったらできないですよ。そうでしょう。 

（竹中議員） ええ。 

（小泉議長） 大事なのは不交付団体の「団体」の数ですよ。団体の中でどういう簡

素な基準にするか。それも具体的にしないと困るよ。 

（本間議員） 当初の問題意識も団体数であり、過去の経緯を踏まえながら、もう一
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度団体数で問題提起をしたということである。 

（小泉議長） それと、竹中大臣ペーパーの「実績のプライマリーバランス」の歳出

削減で、国が１兆円、地方が５兆円とありますよね。これは歳出削減のこれは現

実的な姿なのだから、今までやったことでしょう。だから、どういう分野で歳出

削減が１兆円になったのか、５兆円になったのか、それを出してください。 

（本間議員） わかりました。ここは社会保障部分の社会保障基金に入れているもの

が入っていませんから、これは何か国が怠慢であるかのようなイメージとなって

おります。 

（竹中議員） それをわかりやすく示すのが内閣府の役割だと思いますので、ぜひお

願いします。 

（与謝野議員） わかりました。 

それでは、新・国家エネルギー戦略について、二階議員から資料がございます。 

○エネルギー問題について

（二階議員） 新・国家エネルギー戦略について、若干の御説明を申し上げたいと思

います。 

資源に乏しい我が国が国民の暮らしを守り、経済成長を実現するとともに、国

際社会をリードしていくためには、エネルギー戦略をきちんと確立しておくこと

が大切であります。 

資料１ページ目でお示しているとおり、国際エネルギー市場は、驚くべき変化

を遂げようとしております。需要面を見ると、今後20数年で日本の2.5倍の需要増

が中国１か国だけでつくられようしていることに加え、石油について、生産面の

頭打ちが2030年のころにも到来するとの有力な見方が出てきております。 

こうした状況を踏まえ、今般、新経済成長戦略の基盤を支えるものとして、新・

国家エネルギー戦略を策定することとしております。１ページ目の右側にお示し

しているとおり、先般ブッシュ大統領がエネルギー源の多様化による中東依存度

の低減を目指した新たなイニシアティブを提示されるなど、世界各国でも相次い

でエネルギー戦略の構築が進められている。我が国としては、世界の先頭に立つ

気構えで、これと取り組まなくてはなりません。 

資料の２ページ目でありますが、新・国家エネルギー戦略は、その実行によっ

てエネルギー安全保障の確立、エネルギー問題と環境問題の同時解決、アジア・

世界のエネルギー需給問題克服への貢献の３つの目標の達成を目指しているもの

であります。そのため、まずいかなる厳しいエネルギー情勢にもびくともしない

我が国の強靱なエネルギー需給構造の実現が必要であります。これと同時に、危

機の発生を食い止め、我が国のみならず、世界のエネルギー需給の安定化に貢献

するために必要な対外関係、国際貢献の強化、加えて万が一の場合に備えて緊急

時対応策の充実を、戦略の基本的視点に据える必要があります。 

また、戦略の実行に当たっては、官民の総力を挙げて取り組むとともに、中長

期を見据えて軸がぶれることなく推進していくために、明確な数値目標を設定す
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ることが重要と考えております。 

次に資料３ページ、４ページ目では、具体的な数値目標を紹介しております。 

第１に、省エネルギーについてでありますが、我が国はこれまで官民挙げて取

り組んできた結果、エネルギー利用効率はすでに世界最先端に到達しております

が、2030年までに、さらに30％の効率改善を図る。 

第２に、石油依存度について、石油危機以来75％から約50％まで引き下げてき

ましたが、これを2030年までに40％を下回る水準にまで引き下げる。 

第３に、そのうち石油依存度がほぼ100％の運輸部門について、バイオ燃料の導

入を中心に燃料の多様化に官民挙げて本格的に取組み、2030年までに80％程度に

引き下げることを目指します。 

第４に、2030年においても、その比率を30％から40％程度、もしくはそれ以上

の水準とすることを目指します。 

第５に、引き続き相当量を依存せざるを得ない石油については、国際的に資源

獲得競争が激化する中、自主開発を推進し、我が国企業の原油引取量に占める比

率を40％程度に拡大する。 

なお、戦略のもとでの具体的取組みにつきましては、現在、鋭意詰めていると

ころでありますが、参考資料の１ページ、２ページ目で、１、２事例を紹介して

おきたいと思います。 

１つは、太陽光・風力発電の大規模な利用や、電気自動車、燃料電池自動車の

飛躍的普及などを実現する上で最も重要な技術であるエネルギー貯蔵技術の開発

ができれば、様々なエネルギー源から生み出された電気や水素を貯めたいときに

貯めたい量を貯め、必要なときに安定的に取り出すことが可能となります。 

また、バイオマスを活用した燃料については、運輸部門の脱石油の切り札とな

る可能性を持つことから、国内における取組のみならず、ブラジルからの輸入の

可能性も検討するなど、導入に向けて積極的に取り組んでおります。 

本日は、新・国家エネルギー戦略の基本的な考え方を紹介させていただきまし

たが、また改めて具体的に戦略の検討状況について御報告を申し上げ、御意見を

賜りたいと思います。 

以上です。 

（与謝野議員） 総理何かございますか。 

（小泉議長） 脱石油をやると、日本の戦略は格段に強くなるぞ。運輸部門、自動車

が一番依存度が高いんだから。官民挙げてやらないと。 

（与謝野議員） それでは、先ほどの社会保障につきましては、歳出・歳入一体改革

の議論の一環としていろいろな論点が示されましたが、給付と負担に関しまして

は、複数の選択肢を提示し、国民的議論を経て結論を得ることが重要だという認

識が共有されたと考えております。 

地方財政につきましては、国と地方それぞれが、財政健全目標の下で、財政の

構造的安定性を目指すべきこと、国と地方の財政状況のアンバランスの是正に向

けた改革の必要について御指摘がありました。今後、谷垣大臣、竹中大臣とも、
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中間報告とりまとめにつきまして、実務的なお打ち合わせをさせていただきたい

と思っております。 

それとは別に、さらに諮問会議で社会保障と地方財政は議論を深めてまいりた

いと思っております。 

総理何か。 

（小泉議長） はい、ありがとうございました。御苦労様でした。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

（以 上） 
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