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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第７回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年３月 29 日(水) 17:34～19:05 

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 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１） 成長力・競争力強化について 

（２） 歳出・歳入一体改革について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 成長力の強化について（有識者議員提出資料） 

○ 「新経済成長戦略」中間とりまとめについて（二階議員提出資料） 

○ 「歳出・歳入一体改革」中間とりまとめに向けて（有識者議員提出資料） 

○ 「基本方針２００５」の総点検について（有識者議員提出資料） 

○ 歳出歳入一体改革について（竹中議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 新経済成長戦略中間とりまとめ(骨子)（二階議員提出資料） 

○ 「新経済成長戦略」中間とりまとめ（二階議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革 ワーキング・グループの議論の整理（歳出・歳入一体改革 ワ

ーキング・グループ（社会保障、地方財政・交付税、公共事業その他支出、資産債

務・特別会計、歳入、マクロ経済）提出資料） 
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○ 歳出・歳入一体改革に係る数値目標等－閣議決定と有識者議員の提言－ 

○ 複数のマクロ経済の姿と財政健全化についての試算 

○ 「基本方針２００５」の総点検を踏まえて取組みを強化すべき項目一覧（有識者議

員提出資料） 

○ 財政制度等審議会財政制度分科会 歳出合理化部会・財政構造改革部会合同部会資

料（谷垣議員提出資料） 

○ 資料（財審長期試算）（谷垣議員提出資料） 

○ 国と地方の基礎的財政収支の改善要因の整理について（内閣府） 

○ 新・国家エネルギー戦略中間とりまとめ(要約版)（二階議員提出資料） 

○ 新・国家エネルギー戦略中間とりまとめ（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７回目の「経済財政諮問会議」を開催致します。 

  本日の議題ですが、初めに「（１）成長力・競争力強化について」、その後「（２）

歳出・歳入一体改革について」、御審議をいただきます。 

  それでは「（１）成長力・競争力強化について」、御審議をいただきます。 

  初めに、有識者議員から資料が提出されておりますので、牛尾議員から御説明

をいただきます。 

 

○成長力・競争力強化について 

（牛尾議員）  では、民間議員資料「成長力の強化について」の抄訳をお話ししたい

と思います。 

  「成長力強化による実質成長率の向上」と「堅実かつ着実な財政健全化」は、

車の両輪として相互に好環境を生み、強い経済と安心な社会をもたらすという考

えの下に、どのような問題も持続的かつ安定した経済成長がなければ解決できな

い。「成長力強化政策」は「歳出・歳入一体改革」と並び、改革の最優先分野とし

て位置づけなければならないという発想を持ちました。 

  そして、成長のための基盤強化に向けた持続的な取組みが必要ということで、

政府として、個々の政策について明確な目標を定め、長期的な視点から一貫性を

持って取り組む。その際、例えば、実質成長率等の具体的な目安を定め、その達

成に向け施策を集中させるとともに、個々の施策の成果を検証することが必要と

されております。 

  「グローバル戦略」及び「新成長戦略」は、諮問会議においてもこれらの成長

力強化について取りまとめていく必要があります。６月の「基本方針2006」の取

りまとめに向けて、諮問会議の場で、トップダウンでブレークスルーを図ってい

くべきであると考えております。調整困難な項目が多いと思いますが、「新成長戦

略」を諮問会議と一体となって実現していきたいと思っております。 
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  まず民間議員ペーパーの「（１）生産性の向上」に関しては、非常に重要なポイ

ントとしてとらえ、「人口減少を技術進歩と生産性上昇によって克服する」という、

世界に例を見ない日本型経済モデルを作っていく上では、個々の企業の競争力向

上努力だけでは限界があり、公的部門によって基本的な成長のインフラを実現す

るべき公的部門の役割も十分あると理解しています。各種制度、人材育成、経済

連携ルール、政府調達などについて「生産性向上型インフラ」という視点から、

メリハリのきいた政策を積極的に講じていくべきである。同時に、公的部門の効

率化や官製市場改革、規制改革による、低成長分野の競争力強化、非製造業の生

産性向上等をこれから図っていきたい。また、人口減少下で人間力を強化するた

めには、あらゆる分野における縦割を打破して、分野を超えた労働力を横へ流動

化することが、人間力の効率化に非常に重要であると考えております。 

  資本関係では、対外直接投資の収益を国内に還流させる仕組みの強化や、国内

金融市場改革、資本移動に関するルールの整備を行い、イノベーション関係では、

がん対策等新産業分野創出のための産学連携をしたり、科学技術分野における公

的資金配分を見直して、政府調達と組み合わせた新市場創造型プロジェクトに取

り組む必要があります。アメリカにおいては、この政府調達が産業政策に非常に

つながっていることが、宇宙や軍事予算で示されているものであります。 

  公的部門に関しては、民間参入促進を通じた官製市場の改革による需要拡大を

行って、生産性を向上したい。 

  次に「（２）アジア経済のダイナミズムの取り込み」については、アジア経済を

取り込んで、ヒト・モノ・カネの交流の強化、円滑化等を深めるべきだと考えま

す。具体的には、ＥＰＡ戦略、グローバルな高度人材の誘致や、社会に対する負

荷の小さい形での外国人労働者の受け入れ、グローバルリスク低減のためのエネ

ルギー・環境協力等に取り組む必要があります。 

  また「（３）地域の競争力強化等」については、我が国全体の成長力強化には地

域の競争力を強化することも必要であり、努力した地域が報われるような地方分

権・地方行財政改革や、複数市町村の広域連携を通じて、地域の競争力の強化を

図っていきたいということを提案したいと思います。 

  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、二階大臣から資料が提出されております。二階大臣から御報告を

いただきます。 

（二階議員） それでは、簡単に説明させていただきます。これまで、諮問会議にお

いても何回か御報告させていただきましたが、このたび、経済産業省において「新

経済成長戦略」の中間とりまとめを行ったところでありますので、「『新経済成長

戦略』中間とりまとめについて」という資料に基づいて、御報告をさせていただ

きたいと思います。なお、参考資料として「新経済成長戦略」中間取りまとめの

骨子と全文をお配りしてございますが、これは後ほどご覧いただきたいと思いま

す。 
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  我が国は、先進国で初めて本格的な人口減少社会を迎えるわけですが、今後10

年間は戦後の成長を支えた団塊の世代が大量に引退する時期に当たります。また、

20～34歳の若手の人口は、2020年まで31％減少することになります。この人口減

少という逆風をついて、なお国富の増大を図り、新しい成長を達成することに国

を挙げて取り組むことが重要であると考えます。これに成功すれば、今後同じ課

題に直面するであろう諸外国のモデルともなり得ると考えます。 

  先日、『日はまた昇る』という本を発表されましたビル・エモットさんにお目に

かかりました。1989年に彼の『日はまた沈む』という著作を発表しておりますが、

このたび出版された『日はまた昇る』で日本経済の復活を説いていただいて、今、

大変なベストセラーとなっております。先日お目にかかって、御意見を伺い、私

どももまさに背中を押される思いで、人口減少という逆風の下であっても、成長

は可能であるという確信に基づいて、このような計画を作っているところであり

ます。 

  「歳出・歳入一体改革」が、政府の最重要課題であるということは言うまでも

ありませんが、あわせて税の増収につながる成長力・競争力強化を推進すること

も重要であると考えます。厳しい財政事情の下でも、予算にメリハリをつけるこ

とが大事です。特に、人間力、人材への投資など、将来に向けた先行投資は思い

切って行うべきだと考えております。改革の向こうに明るい未来があることを国

民に示したいと思います。 

  資料１ページ、「２．国際産業戦略」について申し上げます。21世紀の成長の中

心であるアジア諸国は、生産拠点、投資対象、消費市場などの面で、我が国経済

の成長にとっても不可欠な存在です。我が国は、アジアとの連携を一層深めて、

アジアの発展に貢献し、アジアとともに成長することを国際産業戦略の第１に据

えたものです。また、我が国が「世界のイノベーションセンター」として、新世

代自動車向けの電池や次世代の環境航空機など、最先端技術で世界をリードする

新産業の育成や、産業全般にＩＴの革新的な利用・活用を進めることにより、高

い国際競争力を維持し続けることを目指すものであります。 

  資料の１ページ、「３．地域活性化戦略」でありますが、前々回御説明させてい

ただきましたが、地域が自立的に発展する基盤を整備するため、地域の特性を生

かした新しい発想で地域経済の活性化に取り組むことが重要です。地域産業のブ

ランド力強化、海外への販路拡大への支援、サービス産業の生産性向上や中小企

業の再起活性化などの政策を強力に推進していきます。また、就業率や就業者の

働きがいを計る新たな指標として、「就業達成度」を地域活性化の政策目標とする

ことを提案しています。更に自立的、安定的な地方の財政構造を構築し、地域経

営の努力が報われるよう地方交付税制度及び地方の法人所得課税の見直しについ

て議論していきたいと思います。 

  資料２ページ、「４．横断的５分野のイノベーション」ですが、「新経済成長戦

略」においては、人財、生産手段・インフラ、金融、技術、更にそれらを統合的

に活用する経営力といった、言わば経済の基礎体力とも言うべき５つの横断的な
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分野についても検討を行いました。詳細は資料をご覧いただきたいと思います。

「人は国の財（たから）」と言われますが、まさに「人財立国」という言葉をキー

ワードとしていきたいと思います。 

  また、工業高校から社会に出た人材が再び大学院で学ぶ機会を提供するなど、

複線的な人材育成パスの形成や教育の産学連携の推進、「アジア人財資金」による

アジアの優秀な若者との交流・拡大等を進めることを目標としたいと思います。

その他、減価償却制度の抜本的見直し、アジア全体での金融資本市場の整備、産

学連携の技術開発などによるイノベーションの創出、知的資産を最大限に活かす

ための経営の強化等を図る必要があります。 

  資料３ページ、「５．目指すべき経済成長の姿」ですが、構造改革が引き続き推

進され、「新経済成長戦略」の各政策の努力目標が達成された場合、2015年までの

間、年率2.2％の実質ＧＤＰ成長率を見込んでいます。 

  また、経済がグローバル化する中で、国民の真の豊かさを測る観点から、海外

から受ける配当、利子、特許料収入などを含めた「実質ＧＮＩ」も重要でありま

す。これを基準にすると年率2.4％程度、１人当たりでは年率2.5％程度の成長率

を見込んでいます。これは2015年において、国民１人当たりの所得が現代と比べ

て約３割増加することを意味しています。 

  最後に、この「新経済成長戦略」では本文に書かれております、いろいろな政

策や考え方に対して、一行たりともおろそかにしないという姿勢で、その実現に

真剣に取り組んでいきたいと思っております。新しい成長を実現するために全政

府を挙げた取組みが欠かせないと思いますので、一層の御指導や御協力をお願い

申し上げる次第であります。 

  以上です。 

（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をお願い致します。 

（谷垣議員）  財政再建と経済成長をともに目指す車の両輪であるというのは、私も

そのとおりだろうと思います。ただ、厳しい財政の中で成長を目指していくには、

相当な知恵の出し方、あるいは大胆さもなければできないことだろうと思います。

その意味で今、二階大臣からお話のあった新成長戦略は、こうした要請に合致し

たものではないか。私どももよくこれを勉強させていただきたいと思っておりま

す。 

  最後のところに「目指すべき経済成長の姿」という形でいくつか指標も入れて

いただいていますが、やはりこれは眼を高くして頑張る姿だろうと思っておりま

すので、財政再建の時にどういう前提で考えるのかということと、やはり複眼的

な思考が必要ではないかと思っています。 

  この二階大臣の提出された資料の中で、いろいろな財政面について一定の前提

を置いて数値を置かれていると伺っておりますが、今後この会議でも歳出・歳入

一体改革の中でいろいろな議論が整理されていくと思います。二階大臣と私ども

もよく相談させていただいて、最終的には、ここでの議論と整合性のあった姿に
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していただければ非常にありがたいと思っています。 

  先ほど牛尾議員から御説明いただいた資料の中で、「実質成長力と言った具体的

な目安を定め」という文言がございまして、これは私どもも、それはそうだと思

いますが、その数値目標に縛られて歳出削減等にブレーキがかかることがないよ

うな留意が必要ではないかと思っております。 

  以上でございます。 

（与謝野議員）  それでは、御自由に御発言ください。奥田議員。 

（奥田議員）  私から、人口減少社会について申し上げたいと思います。人口減少社

会が来るということは、もう当然わかっているわけでございますが、この中で女

性・高齢者の活用、もう一つはＩＴの活用。こういったことによりまして、より

一層生産性を高めていくことは成長戦略を通じて強力に進めるべきである。 

  ただし、一方で未来永劫、人口が減少し続けることは国の大問題でございます。

企業の立場から見て、人口減少の中で供給面からどのように労働力を確保してい

くか。さまざまなミスマッチをどう乗り越えていくかという問題。また需要面か

ら考えましても、お客様の目が厳しく、質の高い市場が縮小していくという問題

がございます。 

  したがって、国力を考える場合に人口の規模は大きな要素であると考えており

まして、国内の供給、需要といった視点から、また、グローバルな経済社会にお

ける日本のプレゼンスという視点から、国としてあるべき人口規模、目標を議論

すべきであると考えております。 

  残念ながら、今まで人口規模あるいは人口の目標は、いくらという具体的な数

字を余り聞いたことがないということで、もっぱ ら人口減少社会への対応とい

われているが、これでは若干具体性に欠けるのではないかと思っております。そ

うした議論が進めば、今後開かれた日本として、どのように外国の方々に活躍し

ていただくか。こういった方向性も明確になるのではないかと思っております。 

  もう一つ、法人税制の抜本改革でございますが、これは従来から申し上げてお

りますが、成長力の強化には生産性の向上が不可欠でありまして、とりわけ企業

の国際競争力を高めていく必要があると思います。 

  こうした観点から、有識者議員資料の２ページにイノベーションの促進による

生産性向上で４つ丸が書いてありますが、その最後にある法人税制につきまして

も国税、地方税の在り方も含めて、税制の抜本改革の中で今後議論をしていただ

きたいとお願い申し上げたいと思います。 

（与謝野議員）  竹中大臣。 

（竹中議員）  今日の二階大臣の御報告は、極めて時宜を得た大変意義深いものであ

るとお聞き致しました。少し大げさかもしれませんけれども、５年、10年経って

振り返って、あの時の御報告は大変意味があったというようなものになる可能性

もあると思います。 

  経済産業省は、これまでも2001年に３％成長が可能だという御報告も出されて

います。その当時は吉川議員が御報告を取りまとめておられましたけれども、い

 6



 
平成 18 年第７回 議事録 

 
ずれにしても二階大臣の今日の御報告で大変意義深いと思うのは、ちょうど10年

前にアメリカでも同じような議論があったということです。当時アメリカでも成

長率というのは余り高くなく、２％か２％弱ぐらいだという人が多かったのです

が、「ちょっと待て、成長率が高まっているぞ」という声があり、10年前当時、い

わゆるニューエコノミー論というのが雑誌を賑わせていましたけれども、まさに

それだったわけです。 

  結果的にニューエコノミー論は正しくて、今、アメリカの成長力は２％ではな

くて３％を超えているのは、もう皆が認めているわけです。もちろん日本が今後

どうなるかは誰にもわかりません。我々としては実質成長率が高まることを反対

する人は１人もいないわけで、誰もがそれを願っているわけでありますけれども、

そうなるかどうかわかりません。 

  私は、やはりアメリカにもニューエコノミー論があった、日本にもそういう可

能性があることを念頭に置いて経済運営をしていくことが非常に重要だろうと思

います。どうせだめだということで、例えば政府が経済運営をしてしまうと、結

局低い成長率にしかならないという宿命を負ってしまうわけでございます。その

意味では、これから歳出・歳入一体改革の議論をする場合も、大変注意深い議論

が必要だと思いますし、同じ思いを恐らく日銀もお持ちなのではないかと思って

おります。 

  それに関して１つだけ、私が担当している分野で、放送・通信という大きな成

長分野がございます。通信産業の規模をいいますと、今はアメリカの４割弱ぐら

いの規模しかありません。コンテンツ市場はアメリカの２割ぐらいの規模しかあ

りません。結果的に日本の放送市場は４兆円の市場ですけれども、これはタイム

ワーナー１社の売り上げよりも小さい規模である。そう考えると、大きな成長産

業でありますので、私は二階大臣の御報告は日本版ニューエコノミーの可能性の

ようなものを言及されたと思いますし、その芽を摘まないように、放送・通信の

面でも、是非ここでも御報告をして、御協力をしたいと思います。 

（与謝野議員）  ほかに御発言ありませんか。 

    それでは、ここで安倍官房長官から御報告事項がありますので、安倍官房長官

から御発言をいただきます。 

（安倍議員）  明日午前に「多様な機会のある社会推進会議」、いわゆる「再チャレン

ジ推進会議」の第１回会合を開催する予定であります。多様な機会が与えられ、

仮に失敗しても何度でも再挑戦が可能となる仕組みを作っていくことは、内閣の

重要政策課題であると認識をしており、政府全体として取り組んでいくことが必

要であります。この推進会議においては、再挑戦の仕組みの検討を進め、議論が

整理できた段階で経済財政諮問会議に改めて御報告したいと考えておりますので、

よろしくお願い致します。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

  それでは、成長力の強化は歳出・歳入一体改革と並ぶ車の両輪であり、改革の

最優先分野であるという点では共通の認識があったと思っております。二階大臣
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におかれましては、ぜひ「新経済成長戦略」の具体化に積極的に取り組んでいた

だくとともに、諮問会議としても「骨太の方針」に向け、引き続き議論を致した

いと思います。 

  また、安倍官房長官からお話がありました再チャレンジの仕組みにつきまして

も、「骨太の方針」に向けて議論を深めてまいりたいと考えております。 

  総理から何か御発言ございますか。 

（小泉議長）  特にないです。 

 

○歳出・歳入一体改革について 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

  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。 

  初めに歳出・歳入一体改革の中間とりまとめに向けて、本間議員から御説明を

お願い致します。 

（本間議員）  それでは、私の方から説明させていただきます。 

  これまで諮問会議におきまして、歳出・歳入一体改革の選択肢、あるいは工程

表のとりまとめにつきまして、さまざまに活発な議論を行ってきたところでござ

いますが、我々は３月末、あるいは４月の上旬に中間とりまとめをするというこ

とで公表をしてまいりましたので、そのたたき台になる素材を、今日、民間議員

ペーパーとして提出させていただいたということでございます。 

  なお、有識者議員は今日もタスクフォースあるいはワーキング・グループの議

論を行ったところでございますが、精力的に議論を進めておりまして、これらの

議論をを中間とりまとめ資料として今日出させていただいております。今後も検

討を深めて、更にまた御報告させていただきたいと考えております。 

  これまでの議論を踏まえまして、我々は「１．改革の時間軸」、「２．改革の基

本的考え方」ということでまとめさせていただきました。 

  まず「１．改革の時間軸」でございますが、小泉内閣になりまして、民需中心

型の景気回復と財政健全化という２つの大きな課題に取り組んでまいりました。

その成果は、非常に出ているわけでございます。財政健全化につきましても、今

日の御議論にも関係するわけでありますが、2002年から2006年にかけてプライマ

リーバランスが13兆4,000億円の改善を見ているところでございまして、これを第

Ｉ期として、引き続き財政再建の問題と経済活力の再生に、これから取り組んで

いかなければならないと思います。 

  その際に、これまでも目標設定してまいりました、2010年代初頭にプライマリ

ーバランスを確実に実現する第Ⅱ期、そして更には債務残高ＧＤＰ比をピークア

ウトさせて、ＧＤＰ比に対して安定的に引き下げる状況を第Ⅲ期と致しまして、

2010年代半ばまで一貫して財政の健全化に取り組んでいく必要性があるかと思い

ます。 

  もちろん、第Ⅲ期の目標設定以降でも、例えばＥＵ等におきましては、債務残

高の対ＧＤＰ比は60％ということでございますけれども、我々のシミュレーショ
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ンをいくつか眺めてみましても、債務残高のＧＤＰ比がピークアウトしても大体

120％ぐらいにとどまるようなケースが多いわけでございます。この辺の最終的な

債務残高対ＧＤＰ比率をどのように設定するかは、今後残された課題だと思いま

すが、この10年間のⅡ期・Ⅲ期にしっかり取り組んでいくことが重要だろうとい

うことをこのペーパーでは述べております。 

  その上で、改革を進めていく際の基本的な考え方、あるいは原則というものを

７つの柱にまとめておきました。これは、これまでの御議論を踏まえたものでご

ざいますので、１つずつ読み上げさせていただきたいと思います。 

  １番目は、「徹底した政府のスリム化で、国民負担増を最小化する」ことです。

これは小泉内閣の下で決定を致しました全ての改革の数値目標を確実に実現する

のはもちろんのこと、その上に立って更に歳出削減、資産売却、特別会計改革等

に最大限の取組みを行う。その上で国民に求める負担増については、できるだけ

納得していただくために圧縮していくというスタンスを堅持することが極めて重

要であろうと考えております。 

  ２番目は、「成長力を強化し、その成果を国民生活の向上と財政健全化に生かす」

ことです。今、二階大臣の方からもお話がございました「新経済成長戦略」は我々

も非常に高く評価を致しておりますが、その努力を通じて潜在成長力の強化を行

い、実質成長率の向上に努めていく。そして、その成果を国民生活の向上に活か

す、あるいは将来世代を含む国民負担増を圧縮するという前向きな形で財政再建

を仕上げていくということが、非常に重要なポイントになってくるであろうと考

えております。 

  ３番目は予算編成の問題で「優先度を明確化し、聖域なく歳出削減を行う」こ

とです。どちらかというと、我が国は予算編成において優先度をつけるというこ

とがなかなか苦手でありますけれども、この際、やはり聖域なき歳出削減を実行

していく。そして、政治的リーダーシップを発揮してメリハリのついた優先度を

明示し、一律的な歳出削減方式を廃すという考え方を徹底する必要性があろうか

と思います。 

  これは、各諸外国におきましても、一律的な歳出削減方式を廃し、国民生活の

これから向かうべき望ましい姿の関連において、予算編成の中に新しい時代にふ

さわしいプライオリティー付けを新たに設定するということが、成功した国々に

おける教訓でございますので、我々はそれを学んで、しっかりとこの予算の削減、

合理化に努めていく必要性があろうと思います。 

  ４番目は、「国・地方間のバランスの取れた財政再建の実現に向けて協力する」

ということが重要であろうと思います。これは、これまでもお願いしたところで

ございますが、国と地方それぞれの財政再建目標を設定し、その実現に向けて前

向きに両者が協力をして、納得していくような仕上げを実現することが重要だろ

うと思います。 

  地方に比べまして、国のプライマリーバランスの状況は厳しいわけであります

けれども、国においても、国債等の債務残高ＧＤＰ比が反転することを実現致し
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ませんと、国と地方の独立した、自立した関係を構成できません。国と地方の新

たな時代における関係をつくっていく上では、一方が一方に依存するという枠組

みがずっと続くということは、必ずしも望ましいことではないわけでありますの

で、是非この点についても考慮する必要性があろうと思います。 

  その際に、これまでも地方にはかなり協力をしていただきまして、歳出の大胆

な削減もしていただいているわけでございますけれども、新たな財政健全化のス

テージにおきましては、国と協力をしながら地方交付税制度の改革等を加速させ

ていただいて、そして真にふさわしい地方自治体制への移行をお願い致したいと

考えております。 

  ５番目は、「将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立する」というこ

とであります。現在、受益と負担の世代間格差は、負担の面におきましても、給

付の面におきましても極めて大きな格差がございます。このような状況を続けて

いくことになりますと、経済の活力に対しても大きな問題を生じますし、持続可

能な社会保障制度がモラル・ハザードの観点から崩壊していくことが、保険料の

徴収の低下等に現れてくる危険性もございます。したがって、しっかりとした制

度的な改善を行っていく必要があろうと思います。 

  その際に、社会保障給付を重点化・効率化するということはもちろんでござい

ますけれども、社会保障のマネジメント、あるいは公正さの点において、社会保

障番号、更には社会保障個人会計を導入することによって、国民が受益を実感で

き、そして徴税効率がきちんと担保されているという枠組みをつくる必要があろ

うと考えます。 

  繰り返しになりますけれども、やはり将来世代への負担の先送りをやめること

が基本でありますし、社会保障の議論におきましては、社会保障の給付と負担の

組み合わせを、わかりやすく複数の選択肢等も含めて提示をしていくという努力

が、これからは重要であろうと考えます。 

  ６番目は、「資産売却を大胆に進め、バランスシートを圧縮する」ということで

ございます。フロー面の努力は当然でありますけれども、ストック面における改

革も非常に重要で、特に我が国はストックが金額的にも大きいということがござ

いますので、しっかりと取り組んでいくことが大切だと思います。 

  資産売却収入は、原則として過去の債務をきちんと清算していくことに活用す

る、ということが必要でございますので、債務の償還に結び付け、「ストックはス

トックへ」という原則を守っていくということも重要な指針になろうと思います。 

  また、国・地方の資産・債務を両建てで削減して、金利変動リスクを軽減し、

そして金利負担を小さくしていくことが重要な課題になろうと思います。 

  いろいろな御議論がございましたけれども、諮問会議の下に専門調査会を設置

して、国と地方を通じた資産・債務改革、特別会計改革、公会計制度改革を加速

していくことが必要であるということでまとめさせていただいております。 

  ワーキング・グループにおきましては、既に精力的に議論を進めているところ

でございますけれども、実際の実行に結び付けていくためには、是非このワーキ
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ング・グループのメンバーを強化し、専門調査会として発足させて、しっかり取

り組んでいただきたいと考えております。 

  ７番目は、以上のような努力をした上で、「新たな国民負担は官の肥大化には振

り向けず、国民に還元する」ということ。新たに、国民負担を国民に求めてまい

りますときには、これを官の肥大化に振り向けず、国民に還元するという青写真

を示し、国民に還元する姿勢をしっかりと示していくことが重要だろうと思いま

す。 

  経済の活性化をしっかりと重視して、パイを増大する税制改革を実現する、あ

るいは勤労世代への負担を回避しながら国際競争力を重視した形で、この国の再

生をしていくということは当然でありますし、その上で、新たな国民負担による

財源については、今、申し上げたような官の肥大化には振り向けない、更には国

民にそのまま還元するということを明確に示していくことが必要であろうと考え

ております。 

  以上の考え方、原則を踏まえて、これからの選択肢のメニューを提示していく

ことが必要になってくるわけでありますけれども、その選択肢の枠組みについて

整理をいたしております。 

  第１に、「マクロ経済の姿」でございます。これにつきましては、これまで活発

な御議論をいただいたところでございますけれども、複数のマクロ経済の姿、成

長率、金利、あるいは物価等の下で改革の在り方を検討し、マクロ経済と財政健

全化の両立性をしっかりと吟味していく作業を行わなければならないと考えてお

ります。 

  第２に、先ほどもお話がございました、「財政健全化」と「成長力強化」は国の

両輪でございまして、その視点に立って、年々の経済運営においても、オーバー

キルをさせないといったことも含めて、着実に財政健全化のペースを守ると同時

に、内外の経済変動リスクに対してもしっかりとした配慮をしていくということ

が必要であろうと考えております。 

  第３に、「財政健全化の数値目標」でございます。第１期において、しっかりと

枠組みを設定いたしましたので、第２期においてはプライマリーバランスの黒字

化をするということ。更に、第３期においては、債務残高をピークアウトするよ

うな形で引き下げる状況を作っていくということ。そして、それを国・地方それ

ぞれの目標を設定して、これをマネージしていくということが必要であろうと思

います。 

  最後に、国民に理解を求めてまいりますときには、わかりやすい選択肢を提示

していくことが必要になろうかと思います。この点については、収支改善の努力

と、それを実現するための政策手段の組み合わせを国民に明示し、できれば生活

者レベルにおける情報提供を、マクロの情報提供とあわせて行っていくことが肝

要であろうと考えております。 

  その点で最も重要なのは、社会保障給付など、行政サービスの水準と国民負担

の水準の組み合わせでございます。我々もこの点しっかりと、ワーキング・グル
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ープ等を活用させていただきながら、政府の大きさ、国民負担率などとあわせて

示させていただきたいと考えております。 

  いずれにしましても、我々は工程表をしっかりと事前に確認して、着実に進ん

でいくことが重要であろうと思いますので、この中間とりまとめに向けた民間議

員ペーパーをしっかりと踏まえていただきまして、今後６月の最終とりまとめに

向けて選択肢・工程表の策定を是非お願いをいたしたいと思いますし、その際に

は、関係大臣に諮問会議へ御出席いただき、集中的に審議を進めることも必要に

なってくるだろうと考えております。 

  ここでは触れませんでしたが、公共事業やその他の裁量的支出、人件費につい

ても、これをしっかりと検討しなければならないと考えております。 

  今までの議論を踏まえて、中間とりまとめに向けての民間議員ペーパーは、以

上のような内容になっております。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。続きまして、「基本方針2005」の総点検結

果につきまして、吉川議員から御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、私から「『基本方針2005』の総点検について」というペーパ

ーを御説明いたします。 

  この総点検は、歳出・歳入一体改革と成長力強化という二本の柱であるという

お話が、今、本間議員からありましたけれども、その両方に関わることであると

考えております。 

  「基本方針2005」に盛り込まれた約170 の項目について、今般その取組み状況

を点検いたしました。「基本方針2005」は閣議決定されたものでありますから、確

実に実施されるべきものであることは言うまでもありません。もとより順調に進

捗しているものが多いのですが、中には現時点で取組みが不十分なものも見受け

られました。 

  それらの多くは「基本方針2005」で示した「小さくて効率的な政府」と「経済

活性化」を目指す上で、重要な役割が期待されているものであります。 

  この結果を踏まえて、取組みを強化すべき項目、これは民間議員ペーパーの（別

紙）に掲げてありますが、歳出・歳入一体改革の議論とあわせて検討を深めて、

６月の「基本方針2006」の策定につなげていくべきであるということであります。 

  これらの取組みを強化すべき項目については、これはただいま申し上げたとお

り、別紙に挙げてありますが、必要に応じて、今後の経済財政諮問会議でも議論

をして、取組みを加速する必要がある、いわゆるＰＤＣＡサイクルを着実に実施

して、改革を加速、進化させる必要がある。 

  なお、この項目の取組み状況に関する詳細は、経済財政諮問会議ウェブサイト

に掲載することになっております。 

  取組みを強化すべき主な項目ですが、別紙に掲げてあるということは既に再三

申し上げており、時間の関係ですべて御紹介することは控えますが、いくつか重

要なものを説明します。例えば３ページに社会保障制度改革との関係、とりわけ

医療制度の改革との関係で、ＩＴの利用・活用ということが挙げてあります。こ
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の点については、諮問会議でも再三議論してまいりました。具体的には、レセプ

トの電算化、電子カルテの問題でありますが、参考の表にありますとおり、現時

点では必ずしも進んでいないということであります。これは今後の医療制度の改

革を進める上でも大変重要な基礎でありますので、さらなる改革の加速が望まれ

るということであります。 

  また、４ページには、これはグローバル化との関係でありますが、海外からの

高度人材の受け入れ、日本で就労する外国人への日本語教育、生活・就労環境の

整備等の推進、この点は様々な問題があるにしても、環境を整えるということは

非常に大切なことだと思いますので、この点の改革も加速化する必要がある。 

  また、グローバル化の中では、農林水産業の在り方ということが大変重要なポ

イントになることは御承知のとおりでありますが、前回の諮問会議でも中川農林

水産大臣からイニシアティブについての御説明がありました。そうした農林水産

大臣あるいは内閣全体としてのリーダーシップの下で、予算の重点化あるいは農

地の利用集積等について、更に改革をする必要があるだろう。 

  以上挙げたものは例示ですが、こうしたことをさらに点検した上で、「基本方針

2006」に活かしていく必要があるということであります。 

  以上です。 

（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をお願いします。 

（谷垣議員）  私の方から、前回の諮問会議で財政制度等審議会の長期試算を報告さ

せていただいて、それが一昨日公表されまして、参考資料として本日お配りして

おります。今後の議論の一つの素材としていただければ幸いだと思っております。 

  それから、中間とりまとめに向けての民間議員ペーパーを御説明いただきまし

たが、これはこれまでの議論を踏まえまして、今後の改革に向けて基本となるべ

き考え方をうまく整理していただいたと認識しております。この考え方を改革の

原則と位置づけて、その具体化を図るために検討を加速すべきだと思います。 

  改革の時間軸につきましては、2010年代初頭の基礎的財政収支の黒字化、これ

を確実に実現すべきであると、これは今更言うべきことでもありません。今後複

数の前提の試算に基づいて議論が行われることになると思いますが、その際には、

基礎的財政収支の黒字化に向けて、成長率及び金利の前提はその議論に余り大き

く影響するものではないのだろうと思います。 

  それから、団塊の世代が年金受給世代となる2010年代半ばを見据えて、一貫性

を持って財政健全化に取り組んでいくことが、マーケットの信認を取り付けてい

く上で基本的に重要なことだと思っております。 

  その際に、国と地方それぞれについて債務残高ＧＤＰ比を引き下げるという観

点からの財政健全化目標が必要であるということについて、これまでもいろいろ

御議論がございましたけれども、私どもは異論がないところだと思っております。 

  そのために、まずは国・地方を通じて聖域を設けることなく、歳出削減の取組

みを徹底して続けることが必要でございまして、優先度を明確化して聖域なく歳
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出削減を行うという原則も書かれておりますが、私からも財政制度等審議会等に

各分野の課題について掘り下げた検討をお願いしているところでございます。 

  社会保障につきましては、人口が減少して高齢化が進む中で、負担を将来に先

送りしないで制度を支えていくために、安定的な財源を確保するといった点につ

いて、どういう仕組みとすべきか、今後具体的に考えていくことが必要であろう

と思っております。 

  いずれにせよ、今後、国民的な議論に資するわかりやすい選択肢、それから改

革工程を明らかにするために議論を深めていく必要があろうと思います。 

  資産・債務改革に関しましては、国の資産のうち、財源となる資産と財源とは

ならない資産を明確に区別して、財投貸付金のような財源とならない資産につい

ても、その圧縮額等について今後工程表を作成していく中で、私どもの考え方を

早急に示していきたいと思っております。諮問会議で資産・債務改革についての

専門調査会を設置するという御提言がございましたが、私どももこれには積極的

に参画させていただきたいと思っております。 

  公務員宿舎の在り方に関する有識者会議、これは伊藤滋先生に座長をお願いし

ております。６月に基本計画を取りまとめていただくということで作業をしてい

ただいておりますが、伊藤座長は、その後も庁舎等も含めた国有財産全般につい

て売却などの実施状況をフォローしていきたいとお考えのようでございますので、

財務省としてもその形でお願いしたいと思っております。諮問会議にも逐次御報

告するといった形で緊密な連携を取らせていただきたいと思っております。 

  それから、公会計改革につきましては、公会計の準備のさらなる推進について

４月から財政制度等審議会で検討を行っていただきまして、６月頃を目途に中間

的なとりまとめをお願いして、諮問会議にも適宜御報告したいと思っております。

また、この点については、総務大臣ともよく連携をしながら進めていきたいと考

えております。 

  以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

  次に、竹中大臣から資料が提出されておりますので、御説明をお願いします。 

（竹中議員）  歳出・歳入一体改革と地方財政の資料を提出しております。 

  実は、今日は報告することを考えていなかったんですが、昨日の夕方になって、

内閣府の地方財政に関するワーキング・グループの資料が出てきましたので、急

遽報告させていただくことに致しました。 

  歳出・歳入一体改革において、地方の役割は大変重要だと思います。私の懇談

会で、まさに抜本的な議論をしておりまして、４月には中間的な論点整理をする

つもりです。今日は、その導入の部分の話をさせていただいて問題提起を致しま

す。 

  私は、地方財政と歳出・歳入の問題を考えるに当たりましては、あえて２つの

問題を区別して議論しなければいけないと思います。 

  第１は、国と地方併せた全体の財政収支を健全化するという、言わばマクロ的
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な枠組み、フレームワークの問題です。マクロ的に見て、国と地方の財政支出を

どのように削減して収支を改善するか。 

  これは、もちろんプライマリーバランスの改善を目指すわけですが、結果的に

地方交付税を今後どの程度削減することが可能かということを見通すことにもつ

ながります。 

  一方で、第２の点は、地方財政の制度とか構造そのものをどうするかというこ

とだと思います。これは、地方交付税の総額が決まったとして、それをどのよう

に各自治体に分配して、地方に行財政改革のインセンティブを持ってもらうのか

という問題も含まれるでありましょうし、また、結果的に、ここでもよく議論に

なる不交付団体をどの程度増やして自立性を高めていくかということにもなると

思います。 

  もちろん、最初のマクロの問題と構造の問題は、互いに関連はするわけです。

関連はするわけですけれども、これを同時に議論すると問題が非常に複雑になり

ますので、あえて２つを分けて、今日は議論をさせていただきます。 

  そこで、まず、国の財政と地方の財政の大枠の問題、まずマクロの問題ですけ

れども、資料の１ページをご覧いただきたいと思います。 

  前々回の諮問会議で、私から2002年から2006年にかけて、まさに小泉構造改革

の成果で、基礎的財政収支の赤字が増税することなく半減したということを申し

上げました。その際に、歳出削減については国も地方も行ったけれども、この間

は地方の方が上回っていたのではないかということを暫定的な試算としてお示し

をしました。 

  その上で、今後どうするかということを考えるのだから、やはりきちんとどこ

がどのぐらい貢献して増えたのか、減ったのかという過去の実績について、共通

認識を持つことが必要です。これは財務省と総務省の哲学論争みたいなものがあ

るから、内閣府がその間に立って、きっちりと分析してもらいたいとお願いを致

しまして、その結果は一応もらいました。 

  大枠としては、前々回に私がお示しした数字が正しかったということが示され

まして、その詳細、内訳が示されたと思っております。それが１ページ目の表な

のですけれども、2002年から2006年にかけてほぼ半減しました。このペースが続

けられれば2011年にプライマリーバランスを黒字化できるわけでありますけれど

も、まず、この表の中で、プライマリーバランスの改善幅である黒い枠で囲った

ところが、私が前に申し上げたところです。今回、内閣府の試算でその内訳が示

されたわけですけれども、結論から言いますと、国の場合、歳入増、国税の方が

増えていますので、それが国のプライマリーバランスの改善に貢献をしていると

いうことがわかります。地方は、税の規模は余り大きくないですけれども、歳出

減、特に公共投資等の歳出減がプライマリーバランスに改善したということがわ

かりました。 

  そして、地方のプライマリーバランス改善が6.7 兆円ありますけれども、プラ

イマリーバランスが改善したから、その約半分の3.6 兆円が地方交付税の減額と
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なって国の方に戻っていった。結果的に見ると、見事な折半ルールがここでもで

きている。これも前回申し上げたとおりでございます。 

  この数字そのものは、実は総務省の事務方は納得していないのですけれども、

一応内閣府の数字をそのままここでお出しをしているところでございます。 

  問題は、この実績を踏まえて、今後どうしていったらいいかということになる

わけでございますけれども、いずれにしても、こういうペースをしっかりと何ら

か続ければ、プライマリーバランスの改善はきちんと見えてくるはずだというこ

とが過去の分析でわかるのだと思います。 

  ２ページ目、今後どうするかということですけれども、その際に踏まえるべき

前提がございます。それは、平成17年６月の閣議決定で書いていますように、国

と地方の双方が納得できる形で歳出削減に努めることが求められている。これは

国も頑張るし、地方にも頑張っていただくということであります。 

  総務大臣としては、この点、地方に行ったりしてしっかりと努力をしたいと思

いますけれども、ここでは先ほど言いましたように、過去４年間に関しては地方

の歳出カットの方が大きかったことも踏まえて、あえて国と地方が今後同じペー

スで歳出をコントロールしていく。国も地方も同じ％で努力するということを前

提に、2011年にどういう収支の改善が起こるか、プライマリーバランスがどうな

るかということを示してみました。それが、左下の表でございます。 

  確認のために言いますけれども、プライマリーバランスの議論をしている限り

金利は関係ありませんから、成長率が３％か４％かという違いだけを考えれば済

むということで、わかりやすいということです。 

  もう一つは、国と地方が同じ努力をするということを前提と致しました。 

  ここでケースＡからケースＤまで４つのケースを、これがわかりやすいのでは

ないかということで考えてみました。ちなみに、この試算は総務省の試算ではあ

りません。私個人の試算です。 

  ケースＡ、これは、税収は基本的には財政制度等審議会の考え方などと同じな

のですけれども、社会保障と人件費については、過去４年間と同じトレンドが国

も地方も続くと考えています。社会保障については、高齢化していますから、国

も地方も増えます。人件費は地方が微減ですけれども、それは過去のトレンドが

今後も続くと考えています。 

  問題は、公共投資その他で、どういう政策を採るかによってすごい差が出てく

るわけです。このケースＡというのは「改革継続」と書いていますけれども、右

の図を見ていただければわかりますが、『今まで公共投資を減らしてきました。今

後も減らします。ただし、減らすペースはちょっと落としています。今まで大分

急激に減らしていますので、半分ぐらいのペースに落としています』というのが

ケースＡです。だから、「改革継続」です。 

  ケースＢはどうかというと、ものすごくわかりやすくするために、『歳出はその

ままです。今の公共事業がこれから５年間続きます。これが緩やかな改革と書い

ている理由は、この間、物価が１％ぐらい上がりますから、物価の上昇分ぐらい
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は吸収してくださいね』という意味で、緩やかに実質的な歳出を減らすという意

味です。 

  ケースＣもわかりやすいと思いますけれども、歳出は少し増えているのですが、

これは物価上昇分だけ増えるということです。物価上昇分だけ増えるということ

は、今の公共投資、今のその他のサービスと実質的に同じものが今後５年間続く

ということで、今と同じような公共サービスが受けられますというのがケースＣ、

だから「現状維持」と書いています。 

  最後のケースＤですけれども、これは歳出全体が名目成長率で増加する、３％

成長の場合は３％増加する、４％成長の場合は４％増加する。このケースＤは、

ほとんど大盤振舞なわけです。今まで減らしてきたものを、ＧＤＰと同じぐらい

増やす。 

  申し訳ないのですが、実は財制審の数字というのは、このＤを示しているので

す。表のケースＤの国のところで線を引いていますけれども、国の赤字は３％成

長であったら、14兆円のマイナス、財制審は13兆円という数字だったと思います

が、前提のやり方が少し違うからで、ほとんど同じなのです。 

  財政審は、歳出がケースＤの通り増え、歳入との差額が十何兆円あって大変だ、

という議論をしているわけですけれども、私はこのように大盤振舞した数字を仮

定して、そこから歳出削減を考えるという議論は、よくわからないわけです。そ

うではなく、歳出が今と変わらなければどうなるのか、物価スライドしたらどう

なるのかというのを、わかりやすく示してみました。国・地方、それぞれプライ

マリーバランスがどうなるかというのは、ここに書いているとおりです。 

  公共サービスを落とさない現状維持で、例えば数字を見ますと、2011年には税

収が増えてきますから、プライマリーバランスの赤字は、2011年、３％成長のと

きでも６兆円に縮まります。６兆円だと、もし増税の場合も、消費税を３％上げ

ればいいということを、ざっくばらんに言えば意味しています。４％成長した場

合は、その差額は４兆円ですから４兆円の赤字を埋めるためには、消費税は２％

上げればいいということを意味しています。 

  これは、こういうことを実行しろということではなくて、そういうイメージを

持つために、今日はあえて私はこの表を示させていただきました。総理から名目

成長率とか、金利とか、経済環境の前提について決め打ちをしてはいけないとい

うことを言っていただいています。今後は政策の選択をどうするかということも、

やはり国民から見てわかりやすいものでないと、国民に説明ができないのではな

いかと思います。これは、１つの参考にしていただけるのではないかということ

で、今日はお示しをしました。国と地方の問題、こういうような形で数値の変化

があると思われます。 

  そこで次のページは、地方に関しては今後地方交付税を改革していくわけです

けれども、地方の財政、プライマリーバランスが、今後それぞれ今申し上げたケ

ースで何兆円ぐらい改善するかということを、今のシミュレーションを踏まえた

結果を示しております。 
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  ケースＡだと、地方のプライマリーバランスは９兆円改善します。ケースＢだ

と４兆円改善します。ケースＣだと３兆円改善します。当然４％成長のときの方

が改善幅は大きくなっております。先ほど言いましたように、今までだと改善幅

の半分ぐらい交付税改革を行い、交付税を減らしたわけですけれども、その半分

の額を大まかに書けば、その下段のようになるということです。交付税をどう改

革するかはそんなに簡単な議論ではありませんが、その背景となる地方財政の改

善幅はこのぐらいである、ということを知っていただくために、この表をお示し

しております。 

  以上がマクロの議論でございます。 

  次に２番目として、今、分権ビジョンの懇談会で議論していただいているもの

についてですが、これは資料に書いていますように、まず、10年後の地方分権ビ

ジョンをしっかりつくろうということを考えております。 

  分権の原則は、自由と責任、そして健全性が伴っているということだと思いま

す。目指すべき10年後の姿に対応した数値目標の設定が必要だと思います。例え

ばわかりやすい例で言うと、自立した自治体の数をどのぐらいにするのか。 

  仕事に応じた税源を、どのように確保していくのか。 

  地方の歳出削減、これはまさに今議論した歳出削減をどのように行っていくの

かということについても、きっちりと工程も含めて議論しなければいけないと思

っております。これからそういうものを取りまとめにかかりますので、こういう

項目について、内容をもう少しおわかりいただけるものを是非お示ししたいと思

っております。 

  最後に、自立した自治体を増やせという議論はここでも行われておりますので、

そのための１つの目標を探る意味で、次の表を用意させていただきました。 

  不交付団体について、総務省は今まで人口の比率で議論してきました。18.4％

の人が住んでいる地域が不交付団体である。しかし、これはわかりにくいという

御指摘を総理からいただきました。あえて今これを不交付団体数に直しますと、

同表の左に書いてありますように、今、2,000 くらいある自治体のうちの６％が

不交付団体です。94％は交付団体であり、名古屋市も交付税を受けている状況に

なっているということです。総務省はこれまで当面の目標は人口比で３分の１で

あると言ってきており、今それに向かっています。その場合、不交付団体数は10％

になります。前回、本間議員から、不交付団体数50％という数字が出されまして、

これはちょっと大変ではないかと申し上げたのですが、実は今日のワーキング・

グループの報告の中にも書かれているのです。不交付団体数を50％、もし実現す

るとなるとどうなるかというと、人口20万人以上の都市で言うともちろん100 ％

ですけれども、人口の比率で見ても90％になります。これを実現しようと思った

ら、不交付団体にするためには交付税を減らして、その分地方税になっていなけ

ればいけませんから、やはり税源移譲が必要になって、その金額は38兆円という

数字になり、国税がもうなくなってしまうという数字になると思います。 

  １つの考え方として、団体数で50％というのは、確かにわかりやすいと思いま
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すので、その真ん中で人口20万以上の都市で、団体数で50％とするにはどうした

らいいかということを資料で見ておりますけれども、それには大体５兆円ぐらい

の税源移譲が必要なのではないか。これはもう少し大きいという試算も事務方に

はあるのですが、わかりやすくするために５兆円ぐらいとしている。このぐらい

の税源移譲をすると、片山元総務大臣が言われた、国と地方の税収比率を１対１

にする、かつて６対４であったものが大分縮まってきたんだけれども、１対１に

するということとほぼ合致する数字になります。こういうことを１つのイメージ

として今後議論をして、これを実現するための方策を、懇談会で是非議論をさせ

ていただきたいと思います。 

  少々長くなってすみません。最後に１点だけ。民間議員ペーパーについて、実

質成長が重要だということを書いてくださっているのですが、私はやはり名目成

長についても適切な管理が必要だと思います。これはもうおわかりだと思います

けれども、申し上げておきたい。 

  また、これは本当に大丈夫かと思うのが、民間議員ペーパーの２ページ目（４）

の２つめのポツ、「国についても、2010年代半ばに国債等の債務残高ＧＤＰ比が反

転することを目指す」というところ。この「反転する」というのは、民間議員が

おっしゃるような成長率と金利の観点から言うと、多分ＧＤＰ比で1.5 ％ぐらい

の黒字を出せということになります。それは本当にできますか。少し高い目標で

も、できる目標だったら掲げればいいと思いますが、できない目標を掲げると大

変なことになると思うんです。 

  ちょうど小泉内閣が始まったときに、その後10年の目指すべき目標として、プ

ライマリーバランスの改善を掲げたんです。そのときの議論は覚えていらっしゃ

ると思います。当時、プライマリーバランス赤字のＧＤＰ比が５％だったんです。

これを10年で解消するには、毎年0.5 ％ポイントずつ下げていけばできるはずだ

と、ＧＤＰ比で0.5 ％の財政の改善は、そのぐらいであれば経済は耐えられるの

ではないだろうか、だからやってみようということで、１つの判断材料があった

わけです。今回の目標の判断材料は一体何であるのでしょうか。反転させるため

に、ある程度プライマリーバランスの黒字を出すのはいいと思うんですけれども、

今までは国と地方をあわせてだったわけです。しかし、今度は国の目標になって

いるんです。これを実現しようと思ったら、ひょっとしたら相当大幅な国税の増

税か、ないしは地方の黒字を無理やり国に持っていくかという、かなり強引なこ

とをしなければいけないのではないか。 

  そういうことも今後考えていくんだろうけれども、無理なくできるかどうかと

いう判断ができないです。ここは少し目標として高過ぎるのではないかと思いま

す。 

  以上です。 

（与謝野議員）  御発言あれば、どうぞ。 

（本間議員）  私、今日３時ごろにこのペーパーを拝見して、よく咀嚼してないので、

誤解があるかもわかりませんが、今の竹中大臣のお話の感想についてお話しさせ
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ていただきたいと思います。 

  まず、最後の不交付団体のところでございますが、50％の不交付団体数という

のは、財政調整の水平的な調整機能を究極に指向して、仕事の割振りを含めて、

仕事量と財源がマッチングする状況を作ったときに、純粋に再分配的な意味での

水平的調整をすると、交付団体数と不交付団体数が50％：50％になるでしょうと

いうことで、地方分権21世紀ビジョン懇談会の座長の大田さんと打ち合わせた上

で出させていただいた数字であります。私は、これは解釈を含めて提案させてい

ただいたと理解しております。 

  次に、今の基礎的財政収支の部分で、国が債務残高ＧＤＰ比を引き下げるのは

非常に難しいということは、もちろん私も理解致しておりますけれども、ここを

発散形にしておいて、これから地方自治の追及をしていく中で、果たしてそれぞ

れが責任ある体制づくりができるかどうか。これはインセンティブの問題でもあ

りまして、これができるかどうかというのは、制度の部分のところで道州制をど

うするとか、あるいは自治体の合併をどうするかといった問題にも絡んでくるわ

けであります。ここはその意味で提案させていただいておりますので、今の財政

の構図を前提にするよりも、全体の構造調整を更に行っていただきたいという問

題意識も含めてやっているということであります。 

  もう一つ、竹中大臣は移転要因を除いた形でプライマリーバランスを定義され

た。それは、一つの考え方としては十分理解できる部分があるんですけれども、

プライマリーバランスというのは、ＳＮＡベース上と制度会計をどうつなぐかと

いう、マッチングのさせ方の今までの慣行の問題として、移転をした後の数字で

やってきたわけでございますから、その意味でどちらが正しいとかというもので

はなくて、それをそれぞれどういう形で利用するかというところで議論は整理し

た方が、私はいいのではないかという気が致します。 

  もちろん、移転の部分を除いた形で支出の部分と半々ぐらいの状況で、国より

も地方の方が歳出削減を努力してきたということが、数字的な部分で出てくるこ

とはありますけれども、竹中大臣が経済財政担当相のころから、補助金の問題に

ついても三位一体で進めてまいりましたし、交付税のところも計画値と実績値が

違うということを議論の素材として、ずっと検討の場等も通じてやってきたわけ

でありまして、その部分を全部地方が貢献したんだという整理の仕方は、バイア

スがかかり過ぎた数字にもなっているのではないかと思います。 

  したがって、数字やトレンドとしての方向性を見極めながら、これから国と地

方のプライマリーバランス上の黒字のシェアを、どういう形で協力していくかと

いうことが非常に重要なポイントであって、貢献度の分析は、将来の仕事と税収

の配分の問題を絡めながら議論した方が前向きで建設的ではないかと思います。

その制度変更の部分も含めて、マクロの動きと連動させながら、前向きに両者が

協力していくことが方向性としていいのではないか、という感じが致しますが、

そこの部分も、竹中大臣の御指摘は余り生産性でないとお考えでいらっしゃいま

すか。私は両者が協力していくということは非常にいいことであって、改善の度
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合いの半分を地方交付税で対応してきたことについても、法定税率の関係等、い

ろいろな問題が絡んでくるわけでありますから、それは今後の協議の中で検討し

ていけばいいのではないかと思っております。 

（小泉議長）  この交付団体の試算、現在の基準財政需要額を前提にしてやっている

わけでしょう。今のやり方を変えるという発想はないんですか。 

（竹中議員）  今のやり方を変えるんです。 

（小泉議長）  今のやり方だけを前提にしていたら、なかなか改革は進まないんじゃ

ないかな。 

（竹中議員）  それで、今のやり方をどのように変えるかという議論を、まさに今や

っているわけで、前回もここで、需要を考えるのか、歳入を考えるのかという議

論がありましたけれども、やり方を変えるということは当然考えます。 

  ただ、それを考えても、不交付団体を増やすということになりますと、これは

交付税ではなくて地方税で税収が入っているということが条件になりますので、

数字は少し変わると思いますけれども、やはり税源移譲は必要になるということ

を資料では申し上げております。 

（小泉議長）  普通に考えて、不交付団体が１割もないという状況はおかしいんじゃ

ないかと。税収が上がりそうな名古屋までもらっている。 

（奥田議員）  私、今、質問しようと思ったんですけれども。わざわざ竹中大臣が名

古屋市と言われたから。 

（小泉議長）  そういう今の配分の仕方がおかしい。本来あるべき姿は、やはり交付

団体、不交付団体というのがあるんだったらば半々ですよ、団体として。現実に

今の状況なら不可能ですね。今の配分の仕方がおかしいから、それを変えて将来

どうしていくかを考えないと。 

（牛尾議員）  すべての市町村が人口20万人以上であれば、この50％が実現するわけ

ですね。 

（竹中議員）  そういうことです。 

（小泉議長）  今の基準を変えないという前提だからこうなってしまうんです。試算

としてはいいけれども、その両面をやらないとね。 

（竹中議員）  そういう枠組みを、まさに４月、５月にかけて、是非ここで御報告さ

せていただきたいと思います。 

（小泉議長）  名古屋市まで交付税をもらっているのか。 

（与謝野議員）  財源保障機能の基準を下げるということになるんですね。 

（竹中議員）  そこがもうずっと議論があるところですけれども、財源保証と財政調

整の区分が現実にはなかなかできないもので、それなら、それとは違うやり方で

もっとシンプル化できるはずだという議論、これは前回にも御報告いただいてい

るわけですが、私としては是非お示しをしたいと思います。 

（奥田議員）  名古屋市長にはこのような話が出たということをよく言っておきます。

驚くと思いますけれども。 

（小泉議長）  配分の仕方がわかりにくいんです。これをもっとわかりやすくしても
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らわなければならない。格好ばかり考えて、役人がちょっと考えるとすぐ変わっ

てしまうというのはやめた方がいい。わかりやすい一定の基準を設けないと。 

（与謝野議員）  基準だけで本２冊ですから。 

（小泉議長）  ７項目とは言わないけれども、本２冊までの基準だったら誰も見ない

よ、電話帳みたいなら。 

（与謝野議員）  谷垣大臣、どうぞ。 

（谷垣議員）  私も、今、竹中大臣の御説明を伺って、十分これを咀嚼できているか

どうかわからないんですが、何点か申し上げます。 

 第１に、竹中大臣が神学論争とおっしゃいました。私も随分、麻生さんや竹中

大臣とも神学論争をやってきたんですけれども、神学論争は余り生産的でないか

ら、やはり国・地方両方がお互い財政をきちんとしていかなければならないとい

うのは当然ですので、それぞれができることは何か。それから、それぞれが協力

しなければできないことは何かということが一番大事ではないか。いろいろ神学

論争した末、そう感じます。 

  第２に、今、総理もおっしゃった税源移譲、不交付団体ですね。やはりこのま

まで行えば偏在を強めるだけで、地方の怨嗟の声が強くなってくるのではないか

と思いますから、どうしても交付税改革が必要だということも、私からも申し上

げたいと思います。 

  それから、私の本音で申しますと、今のような国の財政が悪い中で、この間も

３兆円の税源移譲を行いましたが、これもなかなか容易ではないので、その辺り

もよく御理解をいただきたいというのがございます。 

  第３に、竹中大臣がケースＤ「改革後退」ということでおっしゃっております

が、財政制度等審議会のケースは、今までやってきた改革は織り込んだ上で計算

しているはずなんです。今の竹中大臣の計算をよく勉強しておりませんので、私

ももう１回よく勉強してみますが、そういうことであるということを申し上げて

おきたいと思います。 

（小泉議長）  改革をやる、現状維持、緩やかな改革、改革後退というケースについ

て、５年後とか10年後とかいいんだけれども、では、来年どうなるのかというの

を項目ごとに出してください。来年度予算で公共事業をどれだけ減らせばこのケ

ースＡに当たるのか、それを出してください。その方がわかりやすいだろう。来

年の項目別で、社会保障、公共事業、その他、どれだけ削ればいいのか、改革後

退というのはどれだけ増やすことになるのか、その方がわかりやすい。 

（谷垣議員）  それは、これから突っ込んでいかなければいけないところでございま

すが、予算が成立する前はなかなか言いにくかったことでございまして、これか

らその辺りを詰めて議論させていただきたいと思います。 

（小泉議長）  その方がわかりやすいだろう。わかりやすくしなければ。 

（竹中議員）  おっしゃるとおりだと思います。だから、横ばいだったら、今年と来

年と同じ数字だから、それは作れます。 

（小泉議長）  財務省がやっている項目別に、来年、どうやったらこのケースＡで、
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どうやったらケースＤなのか、その方がわかりやすい。それはどういう前提でも

いいよ。いくつか、わかりやすくやってもらいたいね。 

（安倍議員）  ケースＤだと２％増えるということですね。 

（竹中議員）  ケースＤだと、名目成長率ですから３％増えます。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（本間議員）  この問題は、やはり総務省と財務省の御両者にお任せすると。また神

学論争を繰り返すという話になります。三位一体改革の議論をしたときにも、内

閣官房副長官の下に検討の場を設けた。そして議論を進展させる枠組みに参加さ

せていただいたんですけれども、そのときも建前だけのお話で、しかもそれがク

ローズされた形で議論されているということもありまして、全然前進しなかった

経緯がございます。是非これはオープンな形で、しっかりとした場で議論をしま

せんと、これは前に進まないと思いますし、竹中大臣が御提案の懇談会の場で提

案されたものを、諮問会議に持って来られたときに、その扱いをめぐって更に紛

糾する危険性があろうかと思いますので、是非その点は前倒しで発表していただ

いて、懇談会での議論を紹介していただくと同時に、それをどのように詰めてい

くかということを、是非しっかりとした枠組みを作っていただきたいと思います。 

（竹中議員）  そのために諮問会議があるわけですから、だから私は今の報告もして

いるし、次の報告もすると言っているわけです。 

（本間議員）  中身内容につきまして、やはりそこは諮問会議で議論できる問題と、

できない問題を整理していかなければいけないという問題がありますから、是非、

前広にここで方針を出していただきながら、しっかりと詰めていく作業をお願い

したいということであります。 

（小泉議長）  ここは政治家の議論なんだから、学者同士の議論は事前にしっかり整

理してからここに出してください。神学論争がいくつあってもいいが、整理して、

政治家や一般国民にわかりやすいものをここに出してください。学者同士の議論

ばかり聞いていると、我々はちょっとわからないからね。それをよくお願いしま

す。資料や統計なども整理して、その中で侃々諤々の議論は何時間でもいいです

よ。そして、専門的な知識がなくても、普通の国民がわかりやすい論点を諮問会

議で議論するように、準備をよく進めてください。 

（奥田議員）  これは内閣府が出している資料「国と地方の基礎的財政収支の改善要

因の整理について」に2006年度の推計が書いてあるんです。多分このことを言っ

てらっしゃるんだと思いますが、どうですか。 

（本間議員）  これは、2002年から2006年にかけて、どういう試みが行われたかとい

うことを整理したものであります。 

（奥田議員）  ここに2006年度の推計も入っています。総理のお話だと2007年度を入

れるということですか。 

（牛尾議員）  そうです。2007年度を明確にするということです。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（吉川議員）  少し話が戻ってしまうかもしれないんですが、先ほど竹中大臣からお
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話があった、民間議員のペーパーの２ページ目（４）の２番目のポツです。国の

デットＧＤＰ比を、2010年代半ばに反転させることについては、竹中大臣がおっ

しゃるとおりの問題があるわけです。これは、前回シミュレーションを説明した

ときにも実は指摘した論点で、私たちは国の味方でもなければ、地方の味方でも

ないんですが、客観的に数字を見る限りでは、国の方が少々厳しいわけです。デ

ットＧＤＰの推移ということで言えば、これは竹中大臣もよく御存じのことだと

思いますが、国と地方を合わせてデットＧＤＰ比を発散させないことがまず第一

に大事だと。これはもとより大切なのですが、やはり国と地方別々の問題も存在

するということ。その上で、厳しい国の方について今の制度の下でデットＧＤＰ

比を下げていくとなると、全体としては相当の黒字を出さなければいけない。竹

中大臣は、そういう言葉は使われなかったかもしれないが、経済に過大な負荷を

かけてしまうことになるかもしれない。そういう問題提起だと理解したんですが、

我々も実はシミュレーションのペーパーを説明したときに、同じ問題を指摘した

と思うんです。ペーパーにも書いてあります。 

  そうだとすると、どういうことが必要になるか。現行の制度のままでは経済に

過大な負荷をかけてしまうとなると、制度を直さなければいけないかもしれない、

という問題提起までしたつもりなんです。ただ、それは大変な問題であるから、

本当にどれだけできるのかというのが別途ある問題だと思います。 

  竹中大臣が指摘された問題自体は、我々もよく認識しているつもりでございま

す。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（竹中議員）  まとめて発言させていただきますが、先ほど言いましたように、今日

このことを議論するというのは、昨日出されてきた資料で初めてわかって、昨夜

慌てて準備をしました。ですから、総理がさきほど言われたように、特にシミュ

レーションの話などになると、総理の前で細かい話をするような問題ではないと

思うんです。そこは民間議員の打合せに私が行かせていただいてもいいですし、

きちんとした議論の仕組みをつくっていただく方が建設的でよろしいかと思いま

す。前にも一度そういうことをお願いしましたけれども、是非そのようにしてい

かないと、なかなか議論が進まないと思います。 

  2010年代半ばに国債等の対ＧＤＰ比を反転させるという点は、いつかはこうい

うことをやることは必要なわけです。ただ、繰り返し言いますけれども、これは

時間の問題で、時間を区切っているわけですから、それで本当にできるのか。さ

きほど本間先生は、そういうことをやることが重要だというふうに言われた。重

要だというのはわかるけれども、本当にこれができるかどうかという時間を設定

しているわけですから、それでできるだろうと、やってみようという決心ができ

ないといけないわけで、そこの判断材料がない。問題点があることはわかると吉

川先生も言われましたから、ここは是非引き続き議論していかないといけない。

何年にこうすると書いてあり、時間を区切っているわけだから、リスクがあり過

ぎると思います。 
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  今回の歳出削減の議論ですけれども、これはＳＮＡベース云々、プライマリー

バランスの定義はどうだということをおっしゃいましたが、それはまさに神学論

争なんです。だから、歳出削減をどうするかを議論するために、私は前々回お願

いして今回この数字を出していただいています。やはりしばらくは歳出の話に限

ってしっかりと議論していかないと、議論が変なところに行くのではないかと思

います。 

（小泉議長）  私もこの神学論争を聞いていて非常に勉強になるんです。ここの議論

とは本当に勉強になっていいんです。ただし、一般国民にはわかりにくいです。

この諮問会議ができたからこそ、こういった中身の濃い、かなり専門的ないい議

論ができて、我々も勉強になっているので、今言ったように、それをもう少し調

整してこの場へ出すといった努力をしてください。これは非常にいいよ。諮問会

議は学者の皆さんに入っていただいたから、役所主導ではなくて、いい考え方が

参考になるし、我々にも勉強になる。見方がいろいろあるのだなと。それを、前

提は違ってもいいから、もう少し事前に調整してほしい。政治家は来年度予算・

再来年度予算で具体的にどこを増やすか、どこを削るかしなければならないんだ

から、その想定に合わせて、来年はどうなりますよという姿がないとわかりにく

いんです。この試算にしても、私の総理就任前から、みんな消費税を10％以上上

げなければできないという試算だった。それが現実にはできているわけでしょう。

そういう中で財政もかなり悪化しているけれども、悪化の前提で赤字額は徐々に

改善に進んでいるわけだから。ここはわかりやすい議論をするためにも、前提に

意見の違いがあっていいから、事前にわかりやすい資料を整理してここで議論し

てください。そうするとよりわかりやすくなってくるから。 

（竹中議員）  私、民間議員の打合せに行かせていただきますから、時間調整を是非

してください。 

（与謝野議員）  本間議員、どうぞ。 

（本間議員）  与謝野大臣が、谷垣大臣、竹中大臣に、それぞれ財政再建に向けての

目標設定をお願いしますと、そして中間とりまとめに向けて御報告をお願いした

いということをお願いしていたわけです。３月の末になってきましたから、そろ

そろ御説明をいただくのかなと思っておりました。 

  そういう段階で、先ほど竹中大臣が前日とおっしゃいましたけれども、我々と

しては今までの議論の流れの中で、総務省側にも情報をお伝えしてあると思って

おりましたので、そういうことになったんだろうと思います。しかし、これは前

向きに考えていく必要性があるわけで、協力をしていくときに、谷垣大臣の、2015

年度に国のプライマリーバランス黒字1.5 ％を目指すという数字が、非常に高め

の黒字の要請ということがあって、今の制度でそれを前提としていきますと、国

と地方を合わせて黒字５、６％にしなければいけない状況になってまいります。

ですから、そこは総体として２％で維持するということを前提にしながら、どう

いう形で協力しながらそれを進めていくんですかというのが、我々のこれまでの

論点の整理だったと私は理解しておりますので、是非その線に沿った形で議論し
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ていくのが重要なポイントではないかと思います。よろしくお願い致したいと思

います。 

（竹中議員）  それは議論しましょう。 

（与謝野議員）  時間軸、基本的な考え方、選択肢など、いろいろな議論がございま

して、今日は結論は出ておりませんけれども、いずれ中間とりまとめをしなけれ

ばなりませんし、国民の皆様方にわかりやすい形で、こういう複数の道筋があり

ますということを御説明しなければならない時期は来ております。そういう意味

で、是非社会保障、地方財政、その他の歳出、こういったものをどの程度全体と

して切り込んでいくのかということが、非常に大事になってきております。 

  昨日、私は中川政調会長にお目にかかりまして、むしろ党の方で歳出削減はこ

のぐらいやれという御命令を我々にしていただいた方が、どこまで努力をしたら

いいのかということがわかります、ということを申し上げましたら、考えてみよ

うと言っておられました。政調会長の雰囲気は、仮にこれだけのお金が足りなく

なったとしたら、やはり歳出削減の方を余計やると、増収措置は歳出削減より低

くという印象を私に言っておられました。毎週一回、中川政調会長にお目にかか

ることになっておりますので、党の感じをよく伺って、どの程度の歳出削減を目

指すかという目安を伺ってみたいと思っております。 

  いくつか宿題もありますので、今日はとりまとめではなくて、中間とりまとめ

の中間でございますから、また次回議論をしますが、総理の言われたとおり、も

う少し事前に打ち合わせた上で、次回に臨みたいと思っております。 

  以上でございます。 

  総理、何かございますか。 

（小泉議長）  皆さんのお陰で、骨も肉もあるいい議論をいつも聞かせていただいて、

非常に勉強になる。今まで党は、これが必要だという予算はどんどん言ってくる

けれども、必要な財源は政府で考えろというやり方だった。増やすばかりではな

いんだから、それで後で不満をこちらにばかりぶつけられてはかなわない。だか

ら、党もどれだけ削減するか考えてほしい、というのはいいよ。私も政調会長に

よく言うけれども、遠慮なく言ってください。 

（与謝野議員）  はい。 

  それでは、本日は大変御苦労様でした。 

 

（以 上） 


