
平成 18 年第５回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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）

（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）

（概要） 

○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
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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ったが、その後２月 28 

日、「海外経済協力に関する検討会」報告書が提出された。報告書はお手元の配付

の通り。 

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いる。 

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い

る。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いる。 

これらのため、必要な措置を今後、政府として順次講じていきたい。 

（麻生臨時議員） 前回この会議に出席させて頂いた時に申し上げたように、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いる。関係者に

よるとりまとめのご協力に心から感謝を申し上げる。 

一点だけ申し上げたい。安倍議員の発言で、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思うが、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いる。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

要であると考えている。 

このように申し上げたのは、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

とまでは言わないけれども、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小泉総理はおありかと思う。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んだということをやられて、全く反論の余地がなかっ

たため、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る。そのため今回、自民党にえらく気を遣った。そ

れにサインされた方が、二階議員、冬柴公明党幹事長等、皆現職なので、ちょっと

この点を忘れていただくと困るため、しつこく申し上げる。 

（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がついたんだよ。 

（麻生臨時議員） 橋本元総理も席を立たれて、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んですかと言ったら、

橋本元総理は「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う。 

（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る。 

（麻生臨時議員退室） 

○歳出・歳入一体改革について 
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（谷垣議員） 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いる。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たが、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。 

資料の１ページ目。平成18 年度末の国債残高は542 兆円程度となる見込みだが、

このうち、平成２年度末からの 16 年間で約 380 兆円増と、3.3 倍に増加した。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

済んでいたところだが、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る。 

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 兆円だが、それ

が主因であった。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

んできたところだ。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、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

を上回っている。 

２ページ目。過去５年間の一般歳出の経費ごとの増減を示している。小泉内閣の

下での徹底した歳出削減努力により、公共事業費をはじめとする歳出は大きく削減

された。また、社会保障制度についても、年金や医療等相当の改革が行われてきた。

それにもかかわらず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。 

３ページ目。国・地方を合わせた歳出・歳入の姿が示されている。左側の紫色の

棒グラフが税収で、右側の黒と灰色の棒グラフが支出で、それぞれＧＤＰ比で示さ

れているが、その差分が基礎的財政収支ということになる。 

平成２年度には、基礎的財政収支はＧＤＰ比 2.8％と、３％近い黒字だったが、

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って、基礎的財政収支の赤字幅は大きく

拡大した。 

こうやって見ると、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ため、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だと考え

られる。 

４ページ目。税収の動向だが、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、平成２年には 60.1 兆円のピークをつけたが、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 兆円となっている。 

５ページ目では、中期的な税収減の要因が示されている。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 兆円の税収減があるが、これはバブルによ

る一時的増収の剥落といったような原因があると考えられる。 

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ったが、その後の回復により、そうした要素は剥落してい

る。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

兆円だが、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 兆円と、ほぼ等しくなっている。 

以上を踏まえて、90 年代以降の財政悪化要因についてまとめると、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あった。他方、近年では、高齢化の進展による社会

3


平成 18 年第５回経済財政諮問会議 



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。 

（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） 谷垣議員、平年度化すると平成 19 年から、あと１兆２、３千億円は

効いてくるのではないか。 

（谷垣議員） 平年度化すると、あと約１兆円程度効いてくるという感じだったと思う。

（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。 

（与謝野議員）それでは社会保障のあり方について説明をお願いする。 

（奥田議員） 「『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

ーについて説明する。 

まず第１に、歳出・歳入一体改革の最重点課題について。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きた。しかし、社会保障は

国の一般歳出の４割を超えており、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。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

将来世代への負担の先送りとなり、持続可能性が失われるおそれが十分ある。この

ため、先ほど谷垣議員からも話があったが、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と思う。 

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いる。 

１つ目は、一体的改革と一元的管理について。年金、医療、介護等の制度設計を

総合的に関連づけて、一元的な管理体制を確立する。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。 

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。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、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」制度を導入すべ

きであると思う。 

３つ目は、持続可能性と経済活力の維持について。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ことになる。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

ことが必要である。 

４つ目は、世代間・世代内の公平について。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、給付の削減も含めて、現世代で負うべきである。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ことが重要であ

ると思う。 

５つ目は、財源の安定化と負担構造の適正化について。給付に見合う安定的な財

源を確保しながら、リスク分散や所得再分配といった各制度の性格や、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

である。 

６つ目は、少子化の流れへの積極的な対応について。高齢者関係給付に偏ってい

る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
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とが大切だと思う。 

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。社会保険庁改

革と中医協改革等を徹底して、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。 

第３に、選択肢の提示と国民的議論について。社会保障制度は、国民の安心確保

のための最も基本的なインフラであり、国民の不信感、あるいは不公平感を払拭す

る最大限の努力が必要であると思う。 

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思う。 

その際、これまで取り組んできた医療改革等の上に立って、更なる合理化努力を

実施することを前提とすべきであると考えている。社会保障の規模の選択肢につい

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いる。

最後に、得るべき結論について。先ほど説明した改革実現に向けての重要指針に

基づき、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

ている。 

（谷垣議員） 今、民間議員ペーパーで説明があっ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あり、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ると思う。 

その中で、今後の社会保障改革における最大の問題は、このペーパーにもあるが、

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

れていることだ。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・安心を確保するこ

とが必要ではないかと思う。 

今後、歳出・歳入一体改革の議論では、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う点にも

十分配慮しながら、議論することが必要だと考える。 

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

具体論として、我々民間議員は昔から主張しているが、社会保障番号はやはり必要

だ。それがもたらすいい意味での影響は広範囲に及ぶので、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と考えている。 

（小泉議長） 社会保障番号は、納税者番号より前の段階だと思うけれども、どういう

ふうにやっていくのか。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あるので、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うが、それに学

べばいいのではないか。 

（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いるので、総理が言われるとおり、その番

号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。 

（牛尾議員） アメリカがやっている。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る。 
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（牛尾議員） 重複支出が出ようがないという説もあるくらいだが、あることによって、

そこからかなり効果が出ている。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

とができる。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。

これで非常にいろんな点で問題がクリアになる。 

（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。 

（竹中議員） いくつかの省で検討したことはあると思う。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。日本の場合

は、世界にあまりない住民票というものがあるので、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登録に行っていただくのかとか、そういう問題は

出てくると思う。ただいずれにしても、やろうと思えば、これはできると思う。 

（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るので、手

順を示せば、それほど複雑なことではないと思う。 

（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、そういう問題をクリアしないといけなくなる。 

（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はたくさんある

が、諸外国でも、先進国はやっているわけであり、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、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と思う。ただ、今、竹

中議員が言われたとおり、総務省で住基番号を使っており、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。しかし、新規に納税者番号という形よりは、

既存の番号を使った方がずっとやりやすいと思う。 

（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、どのよ

うに、具体的にどのような問題があるか、わかりやすく整理して提示して。 

（与謝野議員） 整理して。はい。 

（牛尾議員） 複数の省にまたがるから。 

（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。 

（牛尾議員） いろいろなところで研究している。 

（本間議員） いろいろ情報はあると思う。ただ、政府のこれまでの取り組みもあり、

それとのつなぎも勉強させていただく。 

（与謝野議員） 地方財政の説明をお願いする。 

（本間議員） それでは、「国と地方の財政健全化について」というペーパーを報告す

る。 

３ページ目だが、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。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構図になっているが、このように重層的な関係

の中で、国・地方の財政再建をどのように進めていくか、複雑な利害関係もあり、

これまで進んでこなかったのが実態だと思う。 

「２．これまでの取組み」のところにも書いてあるが、小泉内閣になり、三位一
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体改革を中心にして、この問題に精力的に取り組んできたが、基礎的財政収支赤字

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

している。４ページを見るとその動向がわかるが、2001 年、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

ると予想している。 

それに対して、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

けではなく、そのような性質の支出を含んでいるということだが、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のが「改革と展望」の予測で

ある。 

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くる。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いる。 

そこで、「２．これまでの取組み」の真ん中の２番目の「○」にあるが、債務残

高対 GDP 比率で見ると、国と地方とそれぞれ 109 ％と 34％であり、開きがある。

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

を考慮に入れなければならない。 

そして「３．財政健全化の課題」のところ、この財政健全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いけないと思うが、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ある。 

２ページの最初のところでは、財政健全化目標を、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いる。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でなく、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

ということだ。 

仮の試算だが、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、金利が成長率を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 ％ 黒字化しなければならず、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る。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、

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ようなことについても調

整し、改革していく必要性がある。 

最後は、中長期的な課題としての地方行財政制度のこれからの考え方をまとめて

ある。当然、単に収支尻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、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ると考えている。 

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
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減目標を考えていくことも必要になってくる。 

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る。 

具体論として、地方交付税制度は、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という仕組みになっ

ているが、この制度が極めてわかりづらいと各方面から指摘されている。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ある。

その点で、人口と面積を基本に思い切って簡素化し、透明化していくことが求めら

れる。 

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である。純粋に財

政調整の型とすれば、結果として、不交付団体 50％になる。 

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

ことも必要になる。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くる。 

最後に、地方自治組織の再編、これは地方制度調査会で道州制の検討がされてい

る。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る。 

（谷垣議員） 民間議員のペーパーにもあるように、国と地方の財政状況にはアンバラ

ンスが存在しており、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であると思う。また、このような状況を踏まえ

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と書いてあるが、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である。 

それから、今後歳出・歳入一体改革の議論を進めるに当たっては、地方において

も、引き続き強力に歳出改革を推進する必要があり、地方財政計画の歳出の大胆な

削減目標を掲げることが大事だと思う。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、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る。 

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う点が今後の重要な検討課題になると

思う。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程度重いことを踏まえて、国と地方の責任分担を考えていく

必要があると考えている。 

（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

めて重要だと思う。今日はポイントを２つ話したい。 

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最後に書いてある問題と重なる問題であ

る。この点についてはご承知のように、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、本間議員にも入っていただいて議論

をしている。 

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は、まだ途中なので

控えるが、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

いただく。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

せていただく。 
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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、極めて重要な問題である。 

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う。各大臣

は御存じの通りだが、こうした点も踏まえて少し申し上げたい。 

私は簡単な紙を今日提出しているが、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だ

ったが、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だ。

過去４年間で 28 兆円から 14 兆円になった。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

と思う。まさに小泉構造改革の成果である。 

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

だと思う。当然、そこで意見は出てくる。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う。 

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、どれだけ税収が増えて、

その結果スリム化したのか、十分議論されていないことである。もちろん税の自然

増収もあったわけだが、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だ。 

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だと思う。先ほど悪化

の要因について、谷垣議員からあったわけだが、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だ。前回の会議で、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

りにくいというご指摘があった。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、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う

が、それでは、国民の納得を得られないと思う。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。 

そこでちょっとクイズみたいで恐縮だが、こういう場合、皆さんはどういうふう

に考えるか伺いたい。和歌山県で１億円歳出を減らし、財政をスリム化した。１億

円歳出を減らした結果、国からの交付税も１億円減った。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１億円改善したのだけれども、この１億円の改善

は、誰の努力によってなされたのかというクイズだ。 

実は今の統計の作り方だと、この１億円の削減は国が行ったというふうに出てく

る。あえてもう少し例を言うと、家計の話で恐縮だが、私の家内が家計を管理して

いる。私はそこから毎月、幾らかもらって、外での活動に充てている。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１万円節約した。すると、その

分家内から私の方に来るお金が１万円減った。これは誰が努力して減らしたのか。

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地方は思っている。 

そのため説明資料にある表を作った。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 兆円になり、四捨五入すると 13 兆円改
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善している。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。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

の歳出削減をしているため、実質的なプライマリーバランス改善への貢献では、国

が６兆円の貢献、地方が７兆円の貢献という数字が出てくる。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

ントだ。 

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いうふうに申し上げて

きた。表は、まさにこのことを示しているわけである。もちろん、色々と議論して

いただけたらいいと思う。ここではラフな数字しか分からないが、歳出の中でも社

会保障、これは国も地方も増えている。また人件費はどうか。その他の経費はどう

か。公共事業はどうか。私が今日申し上げたいのは、こういう議論こそを内閣府の

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だ。 

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る。

この表は私が勝手に作ったものだが、総務省から見ると、この表は実は不満がある。

なぜなら、歳入増のところで、私は国税５兆円、地方税２兆円と書いているが、総

務省的に言うと、国税５税のうちの３分の１は、そもそも地方のものだから、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で割っていたので

はないかということだ。だから、折半ルールというものが非常に多い。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。 

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だろうということだ。だから、実質的に一体何がこの４年間に

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る。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。 

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だろうが、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議員に見ていただい

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する。 

今日、民間議員からペーパーが出ているが、この数字は、今申したような国庫中

心の見方となっている。地方から見て、交付税の分を別に考え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。 

次のページの、私の懇談会で行っている議論であるが、民間議員ペーパーと同じ

ところもかなりあると思う。 

まず、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。自由度の拡大に関しては民間議員ペーパーにも書か

れているが、道州制を視野に入れた国と地方の役割分担の見直しは、今日も委員会

で片山参議院幹事長が力説しておられたが、そこはやらなければいけないと思う。

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いる。 
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地方の責任に関しては、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

げられているが、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が、返せなくな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いない。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ので、これ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ので、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。 

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うので、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る。それに基づいて地方財政ビジョンも作る。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だが、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。結果として不

交付団体が増加できるように、その目標も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う。 

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する。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％ 

とアンバランスになっているという御指摘があった。そのとおりなのだが、諸外国

はどうなっているか。日本は、109 対 34 なので大体３対１である。国は地方の３

倍の借金を持っていることになる。ところがＯＥＣＤの平均は、３対１ではなく７

対１である。つまり、ＯＥＣＤの他の国は、地方にはほとんど借金をさせない仕組

みになっている。もちろん、地方財政の大きさもあるけれども、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の関係で決まるわけだから、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う。繰り返すが、ＯＥＣＤの平均は７対１である。そういう

ことを考えて、何対何が適切か目標設定しなければいけない。 

金利と成長率の関係は今日は申し上げないが、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くる。等しい場合には安定性を早期に実現できると

書いてあるが、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のはどういう数字かということは、きちん

と出すべきだ。 

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

と思う。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ことだ。一つの考え方ではあるが、大変な議論だと思う。ど

ういう議論があるかという整理も含めて懇談会で詰めたい。 

また、歳入保障型というのも一つの考え方だが、地方交付税には、究極の補助金

のような性格がある。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ということで、特別交付税を出してい

る。しかし、こういう形で必要なものを財源保障しないならば、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作らなければい

けなくなる。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だが、もし、これが国として本当に必要だということならば、

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。
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そういう政策が全部交付税の中に集約されているので、それらとの関連を、かなり

きちんと議論しなければいけないと思う。 

最後に、「不交付団対比率 50％」というのは、団体数か人口か。 

（本間議員） これは、意欲的に、団体数で出している。 

（竹中議員） 団体数で 50％とすると、人口で 90％となろう。人口で 90％を不交付団

体にするということは、ちょっと想像がつかないが、人口１万人の過疎の村なども

自立できるようになるという案である。これはすごい案だ。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と思う。

民間議員からの提案であるから、よく検討はしてみる。人口比で 50％でも、正確に

はわからないが、10 兆円規模の税源移譲をしないとできないと思う。谷垣議員はど

う言われるか。 

（谷垣議員） ちょっとよく想像ができない。 

（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く。

（二階議員） 地方財政の問題と地域経済の活性化は、当然、切り放すことはできない

のだが、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う。 

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いる。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る。この厳しい状況下にある地域を、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り、新経済

成長戦略の中でこのことを検討している。 

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。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書いている。 

具体的には３点。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

成すること。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。 

資料２ページで、事例１番の夕張メロンゼリーの例を紹介したい。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る。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一つの例であり、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

ある。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たい。 

事例５では、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

について紹介している。企業の技術者やＯＢにご協力いただき、「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いる。 

現在、こうした考えのもとに新経済成長戦略で検討しているので、改めて報告の

機会を得たいと思う。 

（本間議員） 竹中議員から広範なコメントを頂いた。基本的には、認識は竹中議員と

ほとんど変わらないと理解をした。 

プライマリーバランスの分析をお示しいただいたが、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
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集計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意見が分かれる

部分がある。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

てくるのは当然であろう。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があると思う。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

う違いもあるだろう。 

そういう意味で、問題に齟齬がある部分はあると思う。フローとストックの関係

を今後どのように詰めていくかについて、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と思う。 

その上で、幾つか御指摘を頂いた点だが、地方のストックのデータを拝見すると、

ＯＥＣＤのデータをきちんと読まれればおわかりかと思うが、ドイツは非常に地方

が大きいのだが、総務省のデータには入っていない。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が、ここの部分も入っていない。したがって、Ｏ 

ＥＣＤを統一的な基準で比較すると、地方の数字は 5.9 ではなくて 2.9 倍ぐらいに

なる。 

（竹中議員） 総務省の数字とは何か。5.9 という数字は今日は出していない。 

（牛尾議員） ７対１と言われた。 

（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した。それがまず第一点。統計上の整合性をとるべ

きという竹中議員のお話なので、整合性をとった形でやりたい。 

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ており、その際に、不

交付団体 50％も含めて提案をして、しかし現実的には難しいから人口比で半分では

どうだ、という議論に進んだと認識している。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、こういう考え方をもう一度出したらどうだということであ

り、ここの部分で竹中議員と我々にそれほど大きな齟齬があるのかなと思っている。

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、書いている。今後、懇談会等で調整をさせていただきたい。 

（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

したが、私が申したのは、「改革と展望」等でよく出てきている数字そのものが、

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。数字には当然意味があるのだが、歳出削減をする場合

は、どちらにやるべきかとかという議論の整理はしなければいけないと思う。 

改めてだが、不交付団体の数を団体数で 50％ということなので、多分、数十兆円

規模の税源移譲になると思うが、税源移譲は必要なので、そのことを踏まえてよく

検討したい。 

（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したい。

（小泉議長） 不交付団体がどの程度できるか。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。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。 

（牛尾議員） 人口と両方考えればいい。 

（竹中議員） その議論をしたいのだが、今日頂いたのはものすごく大胆な御提案で、

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うが、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申し上げている。 

（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
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だろう。 

（本間議員） もう少し説明すると、極端な水平的財政調整というのは、例えば、東京

都も含めて一定の財源をプールをした上で、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るから 50％だということを単に言

っている。非常にドラスティックな水平的な調整のメカニズムである。例えば、単

純に上から下に落とせば半分になる。 

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。 

（本間議員） 団体数では難しいという議論があり、人口数に譲歩したわけである。 

（小泉議長） 人口だったら地方団体にならない。わかりやすいのは団体である。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だろう。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市町村ではできない。大事なのは不交付団体の「団体」の数である。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。 

（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、竹中議員ペーパーの、「実績的なプライマリーバランス」の歳

出削減の部分で、国が１兆円で地方が５兆円とあるが、これは歳出削減の現実の姿

で、今までやってきたことだろう。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、出していただきたい。 

（本間議員） 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ない

から、国が怠慢であるかのようなイメージとなっている。 

（竹中議員） それをわかりやすく示すのが内閣府の役割だ。ぜひお願いする。 

（与謝野議員） わかりました。 

○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説明したい。 

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

ある。 

資料１ページのとおり、国際エネルギー市場は、驚くべき変化を遂げようとして

いる。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カ国だけで

つくられようとしていることに加え、石油について、生産面の頭打ちが 2030 年頃

にも到来するとの有力な見方が出てきている。 

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いる。１ページ目の右側に示していると

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するなど、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

り組まなくてはならない。 

資料２ページ、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。そのため、まずいかなる厳
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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。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る。 

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

見据えた軸のぶれない推進のために、明確な数値目標を設定することが重要である

と考えている。 

資料３、４ページに具体的な数値目標を紹介している。 

第１に、省エネルギーについて、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いるが、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

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す。 

第４に、原子力発電については、2030 年において、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の比率を 40％程

度に拡大する。 

なお、戦略のもとでの具体的取組については、参考資料１、２ページで事例を紹

介したい。 

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る。 

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いる。 

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いたが、

改めて具体的な戦略の検討状況について報告し、ご意見を賜りたい。 

（小泉議員） 脱石油をやると日本の戦略は格段に強くなる。運輸部門、自動車は一番

依存度が高いんだから。官民挙げてやらないといけない。 

（与謝野議員） 先ほどの社会保障については、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たが、給付と負担に関しては、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いる。

地方財政については、国と地方それぞれが、財政健全化目標の下で、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

革の必要性について御指摘があった。今後、谷垣議員、竹中議員とも、中間報告と

りまとめについて、実務的な打合せをさせていただきたい。 

それとは別に、更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。

                                  （  以 上）  
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