
平成 18 年第７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 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）

○ 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）
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○ 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）

（概要） 

○成長力・競争力強化について

（牛尾議員） 民間議員ペーパー「成長力の強化について」を説明する。 

「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、

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、改革の最優先分野であるという

発想を持っている。 

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だ。 

「グローバル戦略」及び「新成長戦略」だが、諮問会議においてもこれらの成長

力強化政策についてとりまとめていく必要がある。6 月の「骨太方針 2006」の取り

まとめに向け、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。調整困難な項目が多いと思うが、「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。 

まず民間議員ペーパーの「（１）生産性の向上」について、これを非常に重要な

ポイントと捉え、「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、

世界に例の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る。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、めり張りのきい

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、あらゆる分野の縦割りを

打破して、分野を超えた労働力を横へ流動化することが非常に重要である。 

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う。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

必要がある。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、宇宙や軍事関係予算で示されている。 

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

い、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と考える。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る。 
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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る

こと等を提案したい。 

（二階議員） 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したので、

「『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ご報告した

い。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配付

しているので、後ほどご覧いただきたい。 

我が国は、先進国で初めて本格的な人口減少社会を迎え、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る。また、20～34 歳の若手人

口は、2020 年まで 31％減少することになる。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。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。 

英国「エコノミスト」の前編集長のビル・エモット氏は、1989 年に『日はまた沈

む』という著作を発表されて、日本経済のバブルを予言されたが、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き、今、大変なベストセラーとなって

いる。先日お目にかかって、ご意見を伺い、我々もまさに背中を押される思いがし

た。人口減少という逆風の下でも、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。 

「歳出・歳入一体改革」が、政府の最重要課題であることは言うまでもないが、

併せて税の増収につながる成長力・競争力強化の推進も重要である。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だ。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。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。 

資料 1 ページ目、「２.国際産業戦略」について。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不可

欠な存在だ。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一に据えた。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・活用を進めることで、高い国際競争力を維持し続けることを目指す。 

資料の１ページ目、「３．地域活性化戦略」について。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

組むことが重要だ。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く。

また、就業率や就業者の働きがいを図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る。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。 

資料２ページ目、「４．横断的５分野のイノベーション」について。「新経済成長

戦略」では、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経済の基礎体力とも言うべき５つの横断的な分野についても

検討を行った。「人は国の財（たから）」と言われるが、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。また、工業高校から社会に出た人材が再び大学
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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」で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。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生かす

ための経営の強化等を図る必要がある。 

資料３ページ目、「５．目指すべき経済成長の姿」について。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

で年率 2.2％程度の実質ＧＤＰ成長率を見込んでいる。経済がグローバル化する中

で、国民の真の豊かさを図る観点から、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」も重要である。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る。これは 2015 年において、国

民１人当たりの所得が現在と比べて約３割増加することを意味している。 

最後に、この「新経済成長戦略」では本文に書かれている色々な政策や考え方に

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。新しい成長を実現するために全政府を挙げた取組が欠かせないので、

一層のご指導やご協力をお願い申し上げる。 

（谷垣議員） 財政再建と経済成長をともに目指す車の両輪というのは、そのとおりだ

と思う。ただ、厳しい財政の中で成長を目指すには、相当な知恵の出し方、大胆さ

もなければできないと思う。その意味で、二階議員からお話のあった新成長戦略は、

この要請に合致したものではないか。私どももよく勉強させていただきたい。 

最後のところに「目指すべき経済成長の姿」という形で幾つか指標も入れている

が、これは眼を高くして頑張る姿だろうと思っており、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、複眼的な思考が必要ではないか。 

二階議員の資料の中で、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いるが、今後も歳出・歳入一体改革の中でいろいろな議論が整

理されていくと思うが、二階議員と私どももよく相談し、ここでの議論と整合性の

合った姿にしていただければ非常にありがたい。 

先ほど牛尾議員から御説明いただいたペーパーの中で、「実質成長率といった具

体的な目安を定め」という文言があり、それはそうだと思うが、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と思っている。

（奥田議員） 人口減少社会について申し上げたい。人口減少社会が来るということは

当然分わかっているわけだが、この中で女性・高齢者の活用、ＩＴの活用により一

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ある。企業の

立場から見て、人口減少の中で供給面からどう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ある。 

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、

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、目標を議論すべきと考え

ている。 

残念ながら、今まで人口規模や人口の目標は幾らという具体的な数字を余り聞い

たことがなく、専ら人口減少社会への対応と言われているが、これでは若干具体性

に欠けると思う。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といった方向性も明確になるのではないか。 
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もう一つ、法人税制の抜本改革だが、従来から申し上げているが、成長力の強化

には生産性の向上が不可欠であり、とりわけ企業の国際競争力を高めていく必要が

あると思う。 

こうした観点から、民間議員ペーパーの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つ丸が書いてあるが、その最後にある法人税制についても国税、地

方税の在り方も含め、税制の抜本改革の中で今後議論をしていただきたい。 

（竹中議員） 二階議員の報告は、極めて時宜を得た大変意義深いものであるとお聞き

した。少し大げさかもしれないが、５年、10 年経って振り返り、あの時の報告は大

変意味があったというものになる可能性もある。 

経済産業省は、2001 年に３％成長が可能という報告も出している。当時は吉川議

員が報告を取りまとめていたが、二階議員の今日の報告で大変意義深いのは、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ある。当時、アメリカで

も成長率は余り高くなく、２％か２％弱ぐらいという人が多かった。しかし、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たが、正にそれであった。 

結果的にニューエコノミー論は正しく、今、アメリカの成長力は２％ではなく、

３％を超えているのは皆が認めているわけである。もちろん日本が今後どうなるか

は誰にも分からないが、実質成長率が高まることに反対する人は一人もいないわけ

で、誰もがそれを願っている。 

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と思う。どう

せ駄目だということで、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

しかならない宿命を負ってしまう。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うし、同じ思いをおそらく日銀

もお持ちではないか。 

それに関して１つだけ、私が担当する分野で、放送・通信という大きな成長分野

がある。通信産業の規模をいうと、今はアメリカの４割弱ぐらいの規模しかない。

コンテンツ市場はアメリカの２割ぐらいの規模しかない。結果的に日本の放送市場

は４兆円の市場だが、タイムワーナー１社の売り上げより小さい規模である。そう

考えると、大変大きな成長産業である。二階議員の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うし、その芽を摘まないよう、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。 

（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る。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

課題と認識しており、政府全体として取り組むことが必要である。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いるので、よろしくお願いしたい。 

（与謝野議員） 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

優先分野である点では共通の認識があったと思う。二階議員におかれては、「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、引き続き議論をしていきたい。 

安倍議員からお話があった再チャレンジの仕組みについても「骨太の方針」に向

けて議論を深めてまいりたい。 
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○歳出・歳入一体改革について

（与謝野議員） 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

をお願いする。 

（本間議員） これまで諮問会議において、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いて、さまざまに活発な議論を行ってきたところだが、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、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。 

なお、民間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

行ったところだが、精力的に議論を進めており、これらの議論を中間とりまとめ資

料として今日提出している。今後も検討を深めて、更にまたご報告したいと考えて

いる。 

これまでの議論を踏まえて、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た。 

まず「１．改革の時間軸」について。小泉内閣になって、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きた。その成果は、非常に出て

いるのではないかと思う。財政健全化についても、今日の議論にも関係するが、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 億円の改善を見ており、

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取り組んでいか

なければならないと思う。 

その際に、これまでも目標設定してきた 2010 年代初頭のプライマリーバランス

黒字化を確実に実現するのを第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のを第Ⅲ期として、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と思う。 

第Ⅲ期の目標設定以降でも、例えばＥＵ等においては債務残高の対ＧＤＰ比は

60％程度だが、我々のシミュレーションでは、債務残高のＧＤＰ比がピークアウト

しても大体 120％ぐらいにとどまるケースが多いようだ。最終的な債務残高対ＧＤ

Ｐ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うが、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ということを、このペーパーでは

述べている。 

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

つの柱にまとめた。 

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」ということ。

これは小泉内閣の下で決定をしたすべての改革の数値目標を確実に実現するのは

もちろん、更に歳出削減、資産売却、特別会計改革等に最大限の取組を行う。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と考えている。 

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」

ということ。二階議員から話があった「新経済成長戦略」は我々も非常に高く評価

しているが、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

常に重要になってくると考えている。 

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」と

いうこと。どちらかというと、我が国は予算編成において優先度を付けるというこ

とがなかなか苦手だが、この際、聖域なき歳出削減を実行していく必要がある。そ
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して、政治的リーダーシップを発揮して優先度を明示し、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があると思う。 諸外国の事例を見ても、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だ。我々はそれを学んで、予算の削減、

合理化にしっかりと努めていく必要があろう。 

４番目は、「国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現に向けて協力する」

ということ。これは、これまでもお願いしてきたところだが、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と思う。 

地方に比べて国のプライマリーバランスの状況は厳しいが、国においても、国債

等の債務残高ＧＤＰ比の反転を実現しないと、国と地方の独立した、自立した関係

を構成できない。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、必ずしも望ましくはな

い。 

その際に、これまでも地方にはかなり協力をしていただいて、歳出の大胆な削減

もしていただいているわけだが、新たな財政健全化のステージにおいては、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、そして真にふさわしい地方自治

体制への移行をお願いしたい。 

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。現在、受益と負担の世代間格差は、負担の面においても給付の面においても、

極めて大きい。このような状況を続けていくと、経済の活力にも大きな問題が生じ

るし、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という

ことが、保険料の徴収の低下等に表れてくる危険性もある。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。 

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、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

と担保されるような枠組みをつくる必要があると考える。 

繰り返しになるが、将来世代への負担の先送りをやめることが基本であるので、

社会保障の議論においては、社会保障の給付と負担の組み合わせについて、わかり

やすく複数の選択肢等も含めて提示していくという努力が、これからは重要だと考

える。 

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。

フロー面の努力は当然だが、ストック面における改革も非常に重要。特に我が国は

ストックが金額的にも大きいので、しっかりと取り組んでいくことが大切だ。 

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

ということが必要なので、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ことが重要な指針になろう。 

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ると思う。 

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必要がある。 

ワーキング・グループにおいては、既に精力的に議論を進めているところだが、

実行に結び付けていくためには、このワーキング・グループのメンバーを強化し、
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専門調査会として発足させて、しっかりとした取り組みをさせていただきたいと考

えている。 

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。新たな国民負担を国民に求める時には、

これを官の肥大化に振り向けず、国民に還元を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と思う。 

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るし、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。 

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が、その選択肢の枠組みについて整理をしている。 

第１に、マクロ経済の姿について。これについては、これまで活発な御議論をい

ただいたところだが、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する

作業を行わなければならないと考えている。 

２番目は、財政健全化と成長力強化は車の両輪であり、その視点に立って、年々

の経済運営においてオーバーキルをさせない着実な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ことが必

要と考えている。 

３番目は「財政健全化の数値目標」である。第１期でしっかりと枠組みを設定し

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

は、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マネー

ジしていくことが必要であろう。 

最後に、国民に理解を求めていくときには、わかりやすい選択肢を提示していく

ことが必要になる。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併せて行うことが肝要であると考えている。 

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ある。この点、我々もワーキング・グループ等を活用しながら、

政府の大きさ、国民負担率などと併せてお示ししたいと考えている。 

いずれにしても、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

重要と思うので、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、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

願いしたい。その際には、関係大臣に諮問会議に御出席いただき、集中的に審議を

進めることも必要になってくると考えている。 

ここでは、触れなかったが、公共事業やその他の裁量的支出、人件費についても、

しっかりと検討しなければならないと考えている。 

（与謝野議員） 続いて、「基本方針 2005」の総点検結果について、吉川議員からご説

明をお願いする。 

（吉川議員） それでは、私から「「基本方針 2005」の総点検について」という民間議

員ペーパーを説明する。 

この総点検は、歳出・歳入一体改革、成長力強化という二本の柱両方に関わるこ
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とだと考えている。 

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

検した。「基本方針 2005」は閣議決定されたものなので、確実に実施されるべきで

あることは言うまでもない。もとより順調に進捗しているものが多いが、中には現

時点で取組みが不十分なものも見受けられた。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だ。 

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）に掲げてあるが、

歳出・歳入一体改革の議論と併せ検討を深めて、６月の「基本方針 2006」の策定に

つなげていくべきである。これらの取組みを強化すべき項目については、必要に応

じて、今後の経済財政諮問会議でも議論をして、いわゆるＰＤＣＡサイクルを着実

に実施して、改革を加速、深化させる必要がある。 

なお、この項目の取組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いる。 

取組みを強化すべき主な項目については、時間の関係ですべてを紹介することは

控えるが、いくつか重要なものを説明する。例えば３ページ目。社会保障制度改革、

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る。

この点については、諮問会議でも再三議論してきた。具体的には、レセプト電算化、

電子カルテの問題だが、参考の表にあるとおり、現時点では必ずしも進んでいない。

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るので、さらなる

改革の加速が望まれる。 

また、４ページ目で、これはグローバル化との関係だが、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、

これら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だと思

うので、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

ントになることはご承知の通りだが、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ご説明があった。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。 

以上挙げたものは例示だが、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。 

（谷垣議員）  前回の諮問会議で財政制度等審議会の長期試算を報告したが、参考資料

として本日配布しているので、今後の議論の一つの素材としていただきたい。 

中間とりまとめに向けての有識者議員ペーパーを説明していただいたが、これは

これまでの議論を踏まえ、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いる。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である。 

改革の時間軸については、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ことは今更言うべきことでもないが、今後複数の前提の試算に

基づいて議論を行う際、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と思う。 

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いる。 
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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ことについて、これまでもいろいろ御議論があ

ったが、異論がないところだと思っている。 

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あり、優先度を明確化して聖域なく歳出削減を行う

という原則も書かれているが、私からも財制審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ある。 

社会保障については、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うような点について、

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だと思っている。

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ると思う。 

資産・債務改革に関しては、国の資産のうち、財源となる資産と財源とはならな

い資産というものを明確に区別して、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いる。 

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提言があった

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いる。それから、

公務員宿舎の在り方に関する有識者会議は、伊藤滋先生に座長をお願いし、６月に

基本計画を取りまとめるよう作業をしていただいているが、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

いとお考えのようなので、財務省としてもその形でお願いしたいと思っている。諮

問会議にも逐次報告する形で緊密な連携を取らせていただきたい。 

それから、公会計改革については、公会計の整備のさらなる推進について４月か

ら財制審で検討を行っていただき、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いる。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。 

（竹中議員） 資料「歳出歳入一体改革について」を御説明する。 

実は、今日は報告することを考えていなかったが、昨日の夕方に内閣府の地方財

政に関するワーキング・グループの資料が出てきたので、急遽報告することにした。

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う。私の懇談会で、

正に抜本的な議論をしており、４月には中間的な論点整理をするつもりである。今

日は、その導入の部分の話を行い、問題提起をする。 

地方財政と歳出・歳入の問題を考えるに当たり、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う。 

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、言わばマクロ的な

枠組み、フレームワークの問題。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、勿論プライマリーバランスの改善を目指す

わけであるが、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る。 

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

だと思う。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かという問題も

含まれるだろうし、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う。 
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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するわけだが、これを

同時に議論すると問題が非常に複雑になるので、あえて２つを分けて、今日は議論

をさせていただきたい。 

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あるが、資料の

１ページをご覧いただきたい。 

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

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

げた。その際に、歳出削減は国も地方もやったけれども、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示した。 

その上で今後どうするかということを考えるので、やはり、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

必要になる。この問題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し、その結果を

一応もらった。 

大枠としては、前々回に私が示した数字が正しかったということが示され、その

詳細、内訳が示されたと思っている。それが１ページ目の表であるが、プライマリ

ーバランスの赤字が 2002 年から 2006 年にかけてほぼ半減した。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る。この表の中

で黒い枠で囲んだところがプライマリーバランスの改善幅で、私が前に申し上げた

ところである。今回、内閣府の試算でその内訳が示されたが、結論から言うと、国

の場合、歳入増、国税の方が増えているので、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る。地方は、税の規模は余り大きくないが、

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ことがわかっ

た。 

そして、地方のプライマリーバランス改善が 6.7 兆円あるが、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ある。 

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が、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ある。 

問題は、この実績を踏まえ、今後どうしていったらいいかということ。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

善はちゃ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と思う。 

２ページ目、今後どうするかということであるが、その際に踏まえるべき前提が

ある。それは、平成 17 年６月の閣議決定で書いているように、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

方も頑張るということである。 

総務大臣としては、この点、しっかりと努力をしたいと思うが、ここでは、先ほ

ど言ったとおり、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た。それが、左下

の表である。 

確認のために言うが、プライマリーバランスの議論をしている以上金利は関係な

いので、成長率が３％か４％かという違いだけを考えれば済む。 
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ここでケースＡからケースＤまで４つのわかりやすいケースを考えてみた。ちな

みに、これは総務省の試算ではなく、私個人の試算である。 

ケースＡというのは、税収は基本的には財制審の考え方などと同じであるが、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

いる。社会保障については、高齢化してくるので、国も地方も増える。人件費は地

方が微減であるが、それは過去のトレンドが今後も続くと考えている。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。ケースＡは

「改革継続」と書いているが、今まで公共投資を減らしてきたが、今後もペースを

少し落として減らす。今まで大分急激に減らしているので、半分ぐらいのペースに

落としていくというのがケースＡであり、「改革継続」と書いてある。 

ケースＢは、わかりやすくするために、歳出水準はそのままにしている。今の公

共事業がこれから５年間続く。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％ぐらい上がるので、物価の上昇分ぐらいは吸収するという意味で、緩や

かに実質的な歳出を減らすという意味である。 

ケースＣもわかりやすいと思うが、歳出が少し増えている。これは物価上昇分だ

け増えるということである。物価上昇分だけ増えるということは、今の公共投資、

今のその他の公共サービスと実質的に同じものが今後５年間続けるということ。だ

から現状維持と書いている。 

最後のケースＤであるが、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％の場合は４％増加する。このケースＤは、ほとんど大盤

振舞である。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

が、実は財制審の数字は、このＤを示している。表のケースＤの国のところで線を

引いているが、国の赤字は３％成長だったら、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うが、前提が少し違うからで、ほとんど同じである。財制

審は、歳出がケースＤのとおり増え、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あるが、私は、こういうふ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。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ある。 

公共サービスを落とさない現状維持で、例えば数字を見ると、2011 年には税収が

増えてくるので、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

兆円に縮まる。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る。４％成長した場合は、その差額は４

兆円であるから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

ことを意味している。 

そういうイメージを持つために、あえてこの表を示した。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

っていただいた。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。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、今日はお示しをした。国と地方の問

題、こういうような形で数値の変化が生じるのである。 

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あるが、地

方の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について、今のシミュレーションを踏まえた結果を示してい
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る。 

ケースＡだと地方は９兆円改善し、ケースＢだと４兆円改善する。ケースＣだと

３兆円改善する。当然、４％成長のときの方が改善幅は大きくなっている。先ほど

言ったとおり、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

たわけであるが、その半分の額を大まかに書けば、その下段になる。交付税をどう

改革するかはそんなに簡単な議論ではないが、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示している。 

以上がマクロの議論である。 

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

ついてであるが、まず10 年後の地方分権ビジョンをしっかり作ろうと考えている。 

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う。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である。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、これは正にいま議論した歳出

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いる。これからそういうものを取りまとめにかか

るので、内容を是非示していきたい。 

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いるで、そのた

めの１つの目標を探る意味で、次の表を用意した。 

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

総理から頂いた。あえて今それを不交付団体数に直すと、同表の左に書いてあるよ

うに、今、2,000 ぐらいある自治体のうちの６％が不交付団体である。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。総務省は、これま

で当面の目標を人口比で３分の１と言ってきており、今それに向かっている。その

場合、不交付団体数でいうと 10％になる。前回、本間議員から、不交付団体数 50％ 

という数字が出され、これはちょっと大変ではないかと申し上げたが、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。不交付団体数 50％を実現する

とどうなるかというと、20 万以上の都市で言うともちろん 100 ％であるが、人口

の比率で見ても 90％になる。それをやろうと思ったら、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ならないので、税源移譲が必

要になり、その金額は 38 兆円という数字になり、国税がなくなるような数字にな

る。 

一つの考え方として、団体数で 50％というのは確かにわかりやすいと思うので、

その真ん中で、人口 20 万以上の都市の団体数で 50％というふうにするにはどうし

たらいいかを見ている。大体５兆円ぐらいの税源移譲が必要ではないか。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にするということとほぼ合致する数字になる。こういうこ

とを１つのイメージとして、これを実現するための方策というのを懇談会で是非議

論をさせていただきたい。 

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

いているが、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う。これはも

うおわかりだと思うが、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）

13


平成 18 年第７回経済財政諮問会議 



の２つめのポツにある、「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」ということ。「反転する」というのは、民間議員が言

われるような成長率と金利の観点から言うと、ＧＤＰ比で 1.5 ％ぐらいの黒字を出

せということになる。本当にできるだろうか。少し高い目標でもできる目標だった

ら掲げればいいが、できない目標を掲げると大変なことになる。 

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。そのときの議論は覚えていらっしゃると思う。

当時、プライマリーバランス赤字のＧＤＰ比が５％だった。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。ＧＤＰ比で 0.5 ％の財政

の改善なら、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、一つの判断材料があった。今回の目標の判断材料は一体何であるのか。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が、今ま

では国と地方を併せてだった。しかし、今度は国の目標になっている。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

はないだろうか。そういうことが、無理なくできるかどうかという判断ができない。

ここは少し目標として高過ぎるのではないかと思う。 

（本間議員） 今日の３時ごろにこのペーパーを拝見したので、よく咀嚼しておらず誤

解があるかもしれないが、今の竹中議員のお話について感想を述べたい。 

まず、最後の不交付団体の部分だが、不交付団体数が 50％というのは、財政の水

平的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％になるだろうということで、地方分権 21 世紀

ビジョン懇談会の大田座長と打ち合わせた上で出した数字である。これは、解釈を

含めて提案したと理解している。 

次に、民間議員ペーパー２ページ（４） について、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指摘だが、それはもちろん私も理解している。しか

し、ここを発散形にしておいて、これから地方自治を追求していく中でそれぞれが

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、こ

れができるかどうかは、道州制や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。ここはその意味で提案しているので、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んでいるというこ

とである。 

もう一つ、竹中議員は、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が、プライマリーバラ

ンスは、ＳＮＡベースと制度会計のマッチングのさせ方としては、移転をした後の

数字により計算してきたわけである。その意味で、どちらが正しいというものでは

なく、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を整理した方が

いいと思う。 

もちろん、移転部分を除いた形で、歳出削減について地方は国よりも努力してき

たということが数字的に出てくることはあるが、竹中議員が経済財政担当大臣のこ

ろから、補助金の問題についても三位一体改革で進めてきたし、交付税も計画値と

実績値が違うということを議論の素材として検討し、進めてきたわけである。全部

地方が貢献したのだという整理は、バイアスがかかり過ぎた数字になっているので

はないか。 
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したがって、数字や方向性を見極めながら、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が非常に重要である。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

ないかと思う。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。そこの部分も、竹中

議員は余り生産的でないと考えておられるのか。私は、両者が協力していくのは非

常にいいことであって、改善の度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、法定税率の問題等が絡んでくるわけであるから、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いる。 

（小泉議長）  この不交付団体の試算は、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のか。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のではないか。 

（竹中議員）  今のやり方をどのように変えるかという議論を正に今やっており、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ったが、やり方を

変えるということは当然考える。 

ただ、不交付団体を増やすことになると、交付税ではなく地方税で税収が入って

いることが条件になるので数字は少し変わるとは思うが、やはり税源移譲は必要に

なるとそのペーパーでは申し上げている。 

（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のではな

いか。税収が上がりそうな名古屋市までもらっている。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のなら

半々だ。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 万人以上なら、この 50％が実現するわけか。 

（竹中議員） そういうことである。 

（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。試算としては

いいが、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、是非ここで御報告した

い。 

（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。 

（竹中議員）  そこがもうずっと議論があるところだが、財源保障と財政調整の区分が

現実にはなかなかできない。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が、私としては是非お示しした

い。 

（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言っておく。 

（小泉議長）  配分の仕方がわかりにくい。これをもっとわかりやすくしてもらわなけ

ればいけない。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冊になる。 

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

（谷垣議員） 竹中議員の御説明を伺って、十分これを咀嚼できているかわからないが、

何点か申し上げる。 

第１に、竹中議員が神学論争と言われたが、私も随分、麻生前議員とも竹中議員

とも神学論争をやってきたが、余り生産的でないから、やはり国と地方両方が財政
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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ある。それぞれ何ができる

のか、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、そう感じる。 

第２に、小泉議長も言われた税源移譲、不交付団体。このままでやれば偏在を強

めるだけで、地方の怨嗟の声が強くなってくると思うので、どうしても交付税改革

が必要だということも申し上げたい。 

それから、私の本音で言うと、今のような国の財政が悪い中で、この間も３兆円

の税源移譲を行ったが、これもなかなか容易ではないので、よく御理解をいただき

たい。 

第３に、竹中議員がケースＤ「改革後退」ということで言われているが、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。

今の竹中議員の計算をよく勉強していないのでもう一回勉強するが、そういうこと

だということを申し上げる。 

（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年先、10 年先というのはいい。では、来年どうなるのかというのを項目ごとに出

してほしい。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。その方がわかりやすい。来年の項目別で、社会保障、公共事業、そ

の他を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。 

（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だが、予算が成

立する前はなかなか言いにくかったので、これから詰めて議論したい。 

（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）  言われるとおりだと思う。だから、横ばいだったら今年と来年と同じ数

字だから、それは作れる。 

（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、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。

いくつか、わかりやすくやってもらいたい。 

（本間議員） この問題は、総務省と財務省に任せると、また神学論争を繰り返すこと

になる。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が、そのときも建

前だけの話で、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、

全然前進しなかった経緯がある。オープンな形で、しっかりとした場で議論をしな

いと前に進まない。竹中議員が懇談会の場で提案し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ると思うので、是非前倒

しで発表され、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、しっかりとした枠組みを作っていただきたい。 

（竹中議員） そのために諮問会議がある。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。 

（本間議員） 内容によって、諮問会議で議論できる問題とできない問題を整理しなけ

ればいけないので、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る。 

（小泉議長） ここは政治家の議論の場なのだから、学者同士の議論は事前によく整理

してからここに出すように。神学論争が幾つあっても整理して、政治家や一般国民

にわかりやすいものをここに出してほしい。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。そして、専門的な知識がなくても普通の国民が
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わかりやすい論点をここで議論するように準備をよく進めること。 

（奥田議員） 内閣府の資料「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。多分このことを言われているのだと思うが、ど

うか。 

（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る。 

（奥田議員） 総理のお話だと 2007 年度を入れるということか。 

（牛尾議員） そう。2007 年度を明確にするということ。 

（吉川議員） 少し話が戻るが、先ほど竹中議員からお話があった、民間議員ペーパー

の２ページ目（４） の２番目のポツについて。国のデットＧＤＰ比を、2010 年代半

ばに反転させるということについては、竹中議員が言われるとおりの問題がある。

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ある。我々

は、国の味方でも地方の味方でもないが、客観的に数字を見る限りでは、国の方が

厳しいわけである。たしかに、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。これはもとより大切なのだが、しかし国と地方別々の問

題も存在する。その場合、厳しい国の方についても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。竹中議

員は、そういう言葉は使われなかったが、経済に過大な負荷をかけてしまうことに

なりかねない。そういう問題提起だと理解したが、我々も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。ペーパーにも書いてある。 

そうだとすると、どういうことが必要になるか。現行の制度そのままでは経済に

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である。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う。 

竹中議員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ある。 

（竹中議員） まとめて発言させていただくが、先ほど申したように、今日このことを

やるというのは、昨日出された資料で初めてわかって、昨夜慌てて準備をした。だ

から、総理が言われたように、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。私が民間議員の打合せに行ってもい

いし、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いいと思う。前

にも一度そういうことをお願いしたが、そのようにしないとなかなか議論が進まな

いのではないか。 

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ある。ただ、繰り返し言うが、これは時間を区切っ

ているのだから、それで本当にできるのか。先ほど本間議員は、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が、時間を設定し

ているのだから、それでできるだろう、やってみようという決心ができないといけ

ない。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議員も言われたか

ら、是非引き続き議論していかないといけない。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う。 

今回の歳出削減の議論だが、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言われたが、それがまさに神学論争である。だから、歳出削減

をどうするかを議論するために、前々回お願いして今回この数字を出していただい

た。しばらくは歳出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う。 
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（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。ここの議論は本当に

勉強になっていい。ただし、一般国民にはわかりにくい。この諮問会議ができたか

らこそ中身の濃い、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努力をしてほしい。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のだから、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。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

ったが、現実にはできているわけである。そういう中で財政もかなり悪化している

が、悪化の前提で赤字額は徐々に改善に進んでいる。ここでわかりやすい議論をす

るためにも、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

こで議論してほしい。 

（竹中議員） 民間議員の打合せに行かせていただくから、時間調整を是非してほしい。

（本間議員） 与謝野議員が、谷垣議員、竹中議員に、それぞれ財政再建に向けた目標

設定について中間とりまとめに向けて御報告をお願いしていたわけである。３月の

末になってきたので、そろそろ御説明を頂くのだろうかと思っていた。 

そういう段階で、先ほど竹中議員が前日と言われたが、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伝えてあると思っていたので、こういうこと

になったのであろう。しかし、これは前向きに考えていく必要性があるわけで、谷

垣議員の、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り、今の制度でそれを前提としていく

と、国と地方を合わせて黒字を５、６％にしなければいけない状況になる。だから、

そこは総体として２％で維持する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かというのが、我々のこれまでの論点の整理だったと理解して

いる。その線に沿った形で議論していくのが重要だと思うので、よろしくお願いし

たい。 

（竹中議員） それは議論をしよう。 

（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出たが、今日

は結論は出ていない。いずれ中間とりまとめをしなければならないし、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るということを御説明しなければ

ならない時期が来ている。そういう意味で、是非社会保障、地方財政、その他の歳

出といったものに、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

大事になってきている。 

昨日、私は中川政調会長にお目にかかって、むしろ党の方で歳出削減はこのぐら

いやれという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

いうことがわかると申し上げたら、考えてみようと言っておられた。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た。毎週一

回、中川政調会長にお目にかかることになっているので、どの程度の歳出削減を目

指すかという党の目安を伺ってみたいと思っている。 

幾つか宿題もあるので、今日はとりまとめではなくて、中間とりまとめの中間で

あるから、また次回議論をするが、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。 
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（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の

だから、それで後で不満を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。私も政調会長によく言うけれども、遠慮な

く言ってほしい。 

                                  （  以 上）  
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