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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 13 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年５月 31 日(水) 17:34～19:11 

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 

1) とりまとめに向けて 

2) 社会保障制度改革 

（３）「基本方針 2006」に向けて 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 成長力強化のための改革のとりまとめに向けて（有識者議員提出資料） 

○ 経済成長戦略大綱（骨子案）（二階議員提出資料） 

○ エネルギー問題について（有識者議員提出資料） 

○ 「新・国家エネルギー戦略」 終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」のとりまとめに向けて（有識者議員提出資料） 

○ 谷垣議員提出資料 

○ 今後の社会保障の在り方について（概要）（内閣官房提出資料） 

○ 「社会保障番号」と「社会保障個人会計」の導入に向けて（有識者議員提出資料） 
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○ 『基本方針 2006』の策定に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 再チャレンジ推進会議「中間とりまとめ」について（安倍議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 新・国家エネルギー戦略（要約版）（二階議員提出資料） 

○ 新・国家エネルギー戦略（二階議員提出資料） 

○ 参考資料（内閣官房提出資料） 

○ 社会保障番号等について（参考資料）（有識者議員提出資料） 

○ 再チャレンジ可能な仕組みの構築（中間とりまとめ）（安倍議員提出資料） 

○ 再チャレンジ可能な仕組みの構築（ポイント）（安倍議員提出資料） 

○ 再チャレンジ可能な仕組みの構築（中間とりまとめ）（参考資料）（安倍議員提出資

料） 

○ 経済財政諮問会議 資産債務等専門調査会について（内閣府提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから今年13回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 本日の議題ですが、初めに、成長力・競争力強化について、次に、歳出・歳入

一体改革について、ご審議をいただきます。その後、「基本方針2006」に向けたご

審議をいただく予定でございます。 

 それでは、成長力・競争力強化についてご審議をいただきます。 

 初めに、有識者から資料のご説明をお願いいたします。牛尾議員からご説明を

いただきます。 

 

○成長力・競争力強化について 

（牛尾議員）  「成長力強化のための改革のとりまとめに向けて」をご説明申し上げ

ます。 

 このペーパーの位置づけは、後の議題の中で本間議員が説明をする予定の「『歳

出・歳入一体改革』の取りまとめに向けて」と対をなすものでありまして、双方

のペーパーとも、これまでの諮問会議の議論を踏まえて基本となる考え方をまと

め、本年度の基本方針のベースにする観点であります。 

 １番目は、「成長力強化の位置づけ」であります。すべての経済政策の基本であ

り、安全・安心かつ再挑戦できる機会にあふれた社会、地域の活性化、平和で安

定した国際関係、エネルギー環境制約の克服など我が国が直面するいろいろな課

題を解決する前提は、持続的かつ安定した経済成長であるという認識であります。

また、世界経済の各種リスクへの抵抗力・対応力強化がますます重要となる本年、

来年、再来年の時代局面の中で、官民を挙げた成長力・競争力強化による経済の

底力アップが、リスク発現による悪影響を克服する「王道」である。我が国の経
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済の正常化とともに、成長力強化のチャンスは拡大。他方、少子高齢化の経済負

荷が本格化するまでに10年程度の猶予期間があり、この「残された10年」をチャ

ンスとして 大限の努力をするという発想であります。 

 ２番目に、「財政健全化と成長力強化について」であります。まず、財政健全化

は も重要な成長力強化の政策の１つであります。我が国の財政への「市場の信

認」が、グローバル資金の流入環境の好転につながる。財政硬直化を回避して、

成長力強化に対応したメリハリのある資源配分が可能になる財政力の柔軟性、ま

た、非効率な官分野から効率的な民分野への各種生産要素を再分配して、生産性

を向上すること。二大優先課題として継続的かつ整合的な取組みが必要である。 

 ３番目は、「成長力強化のための基本的考え方」でありますが、「豊かで強い日

本経済」を目指す。「日本型経済成長モデル」の実現は、同じ問題に直面するアジ

ア他国に好影響を与え、我が国の歴史的貢献となる。「日本型経済成長モデル」は、

「生産性の向上」、「技術の革新」、「アジア等海外のダイナミズム」という３つを

「梃子」とすれば実現可能だという発想に立っております。具体的には、①とし

て「公的制度インフラ」の改革・充実・構築。②として、人材の競争力の向上と

横断的流動化。特に、人間力の開発が非常に重要なポイントになっておりまして、

かつては世界で「ブレイン・ドレイン」、つまり技術を持った人たちの流出が問題

になりましたが、 近では、世界は「ブレイン・サイクル」、優秀な人がサイクル

のように動いて、行ったり来たりする。日本はそのサイクルからややはみ出てお

り、相当人間力の意欲、志を高める必要がある。③は、「イノベーションと需要創

出」の好循環の始動。④は、エネルギー環境などグローバル・リスクへの対応。

⑤は、地域の創造力・やる気・知恵を応援する仕組み。 

 後に、「実現の枠組み」として、「戦略目標」と「基本的考え方」を共有し、

息の長い一貫性のある取組みを全府省横断的に講じていく。横断的に講じること

が大事でありまして、「経済成長戦略大綱」及び工程表の骨組みを活用していきた

い。また、諮問会議などで集中的に議論して、トップダウンで打開を図る優先実

現項目を特定する。目標未達の項目については、未達理由を明確にし、担当閣僚

に説明責任を持ってもらう、というような問題提起をいたしました。 

 以上であります。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。続きまして、二階大臣から「経済

成長戦略大綱」についてご説明いたします。 

（二階議員） 「経済成長戦略大綱」のとりまとめでありますが、現在、各省の大臣

ベースで協議を進めております。関係各省と策定を急いでいるところであります

が、できるだけ早くとりまとめを完了したいと思っております。 

 策定中の「経済成長戦略大綱」では、「技術革新」、「生産性の向上」、「アジアな

ど海外のダイナミズム」という３つの梃子によりまして、経済の成長力・競争力

を強化し、人口減少下であっても、安定的、持続的な民間需要主導の経済成長を

実現することを基本に考えております。これによりまして、国民に対しては改革

の先に明るい日本の未来があることを示しながら、今後同様の困難に直面するこ
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ととなる諸外国に対しても、「日本型経済成長モデル」という良き先例を示したい

という思いであります。 

 「大綱案」の骨子としましては、民間議員のご提案も踏まえまして、お手元に

お配りした提出資料のとおりとしております。柱といたしましては、「国際競争力

の強化」、非製造業を中心とする「生産性の向上」、「地域・中小企業の活性化」、「改

革の断行による新たな需要の創出」、「生産性向上型の５つの制度インフラ」の構

築の５点としてはいかがかと考えております。 

 「経済成長戦略大綱」には、国内のみならず、国際的にも関心と期待を寄せて

いただいております。私は先週ＯＥＣＤの閣僚会議に出席のためにパリへ行って

まいりましたが、その際、ＯＥＣＤの新しい事務総長のグレアさんとこの問題に

ついて話し合いましたが、「日本が経済成長の道を辿るということは、ＯＥＣＤ加

盟国にとっても好ましいことである。この成長戦略がまとまり公表された段階で、

ＯＥＣＤとして積極的なコメントを発したい。」とおっしゃっておられました。 

 ただいま牛尾議員からのご説明のありました成長力強化についての資料、特に

「成長力強化のための基本的考え方」や「実現の枠組み」につきまして、大変意

を強くしているところであります。これまでの民間議員からのご指摘も踏まえな

がら、政府・与党で精力的に調整を行い、全力を挙げてとりまとめを急ぎたいと

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。続きまして、有識者議員からエネルギー

問題についての資料が提出されております。奥田議員からご説明をお願いします。 

（奥田議員） エネルギー問題への対応は、今後の持続的な経済成長の基盤であると

ともに、国民に安全・安心を提供する極めて重要なものであると思っております。

特に 近は、原油価格の高騰や、エネルギー需給の逼迫といったことが世界的に

起こっておりまして、この課題が顕在化してきています。そのため、今回エネル

ギー問題を提起したわけですが、基本的な考え方として10項目を挙げさせていた

だいております。 

 １、２でございますが、まずはエネルギーの安全保障・安定供給の確保を通じ

て国民の安全・安心の確保、経済成長基盤の確立を目指すべきであるということ。 

 それから３、４、５、６のところでございますが、そのためには、省エネ、あ

るいは原子力発電をはじめ、様々な対策を講じまして、強靱なエネルギー需給構

造を実現することや、また備蓄の強化など緊急事態への対応を充実させること。

さらに、太陽光、風力、バイオマス、燃料電池、こういった技術開発やイノベー

ションを一層促進させることが重要でありまして、こうした取組みを通じて資

源・エネルギー・環境制約に対応した経済社会の「日本型モデル」を構築してい

くべきであると思っております。 

 ７、８は、エネルギーの確保は、国内のみならず世界全体の課題であることか

ら、対外的な施策も不可欠でございます。特にアジアとの省エネ、新エネをはじ

めとしたエネルギー分野での国際協力の推進、それから資源・エネルギーの確保
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に向けた外交の強化が必要であると思います。 

 ９、10は、 後に、これらの施策を進めていく上で明確な目標設定と、ＰＤＣ

Ａサイクルの徹底を図るべきでありまして、あわせて省庁官の縦割りを排した一

体となった取り組み体制の構築や、官民の連携が必要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） ありがとうございました。続きまして、二階大臣からエネルギー戦

略について資料が提出されております。二階大臣からご説明をお願いします。 

（二階議員） 「『新・国家エネルギー戦略』 終とりまとめについて」という資料を

配付させていただいております。後ほど、新エネルギーということにつきまして、

「次世代エネルギーパーク」のイメージについて簡単にご説明をさせていただき

たいと思います。 

 ３戦略の 後になるわけでありますが、「新・国家エネルギー戦略」を 終的に

とりまとめておりますので、ご報告をさせていただきます。 

 需給が安定していた90年代には、資源エネルギーは必要なだけ市場から調達で

きるという楽観した議論もありました。しかしながら、昨今の原油高騰で明らか

になっておりますように、資源エネルギー問題が日本、アジア、世界経済のリス

ク要因として顕在化しております。安全保障の確立を核とした資源エネルギー戦

略の再構築がまさに国家戦略として求められており、グローバル経済の成長基盤

の確立という意味では、「経済成長戦略大綱」の重要な一部を成すものであると考

えております。 

 お配りしている資料の１ページ目にもありますように、資源エネルギー問題の

解決には、中長期にわたって軸のぶれない取組みが必要であることは当然のこと

であります。「新・国家エネルギー戦略」では、その指針となる明確な数値目標を

設定しました。その実現には、我が国の優れた技術力を生かし、官民の英知を結

集して取り組んでいく必要があります。本日ご報告する 終とりまとめは、その

実現に向けた具体的なアクションプランであります。「新・国家エネルギー戦略」

の基本は、第１に、日本経済のエネルギー需給構造を世界 先端にすること。第

２には、資源外交、エネルギー環境協力の強化、第３に、緊急の対策であります。 

 まず、世界 先端のエネルギー需給構造の確立についてでありますが、その具

体策として、省エネ、運輸エネルギーの次世代化、新エネ、そして原子力という

４つの計画に整理いたしました。石油ショック以降、我が国産業部門のエネルギ

ー消費は、実質ＧＤＰが２倍以上に成長しながら、ほぼ横ばいでありました。プ

リウス（自動車）をはじめ、我が国の省エネ技術は、産業の国際競争力に直結し

ます。日本経済をさらに強靱にするためには、省エネフロントランナー計画を推

進します。 

 ２ページ目になりますが、運輸エネルギーの次世代化は、総理のおっしゃる脱

石油依存戦略、すなわち石油依存度の引き下げの鍵を握っています。私もブラジ

ルのフルラン大臣と我が国へのバイオ燃料供給につきまして議論いたしておりま

す。また、沖縄における大規模なエタノールの実証実験や、電気自動車や燃料電
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池自動車の現場の話等を聞かせていただきましたが、それぞれ夢のある、大変活

気のあるプロジェクトであり、これらの取組みを進めてまいります。 

 新エネルギーについて参考資料として、「新・国家エネルギー戦略」を出させて

いただいております。新エネルギーについては、新エネルギーを産業として自立

させることを目標に、太陽光、風力、バイオマスなどの各エネルギーの特性に即

した支援を展開してまいります。新エネルギーなどを目で見て触れて理解できる、

子どもでもお年寄りでも、次世代のエネルギーを理解していただける「次世代エ

ネルギーパーク」の形成を促進してまいりたいと考えております。 

 原子力発電は、供給安定性に優れ、ＣＯ２をほとんど排出しないことから、そ

の推進が不可欠であり、今、世界は、原子力の平和利用の推進に大きく舵を切り

つつあります。私も福井県、青森県、佐賀県などの立地地域に直接お伺いしてお

話をさせていただき、地域の方々と真摯な意見交換をさせていただきました。今

後も安全の確保を大前提に、地域の方々をはじめ、国民の皆様のご理解を得なが

ら、原子力立国計画を推進していかなくてはならないと思っております。 

 資料「『新・国家エネルギー戦略』の 終のとりまとめについて」に戻っていた

だき、３ページ目になりますが、アクションプランの第２の柱は、「資源外交、エ

ネルギー環境協力の総合的強化」であります。資源小国である我が国は、ＯＤＡ

の積極的な活用や、様々なレベルでの人的交流の拡大など、我が国が持つあらゆ

る分野の強みを結集し、政府及び関係機関が一体となって資源確保に当たってい

く必要があります。そのための指針を策定いたします。また、戦略的な資源開発

を担う中核的企業への支援を集中的に強化したいと考えております。 

 資源確保の対象は石油・天然ガスにとどまりません。我が国産業の国際競争力

に不可欠となるレアメタルなどの鉱物資源についてもしっかりした対応が必要で

あります。資源国において輸出抑制や国家管理の強化の動きが出始めており、早

め早めに積極的に手を打っていきたいと考えております。 

 後に、こうした資源確保のための取組みのみならず、各国との協調の取組み

も重要であります。一昨日も中国の薄煕来商務部長をはじめ、政策責任者、専門

家、経済界の方々等を京都と東京にお招きして、日中省エネルギー・環境総合フ

ォーラムを開催し、日中の専門家約850 人が一堂に会したわけであります。特に

総理にご提案いただき、薄煕来部長をはじめ幹部の皆さんを京都の迎賓館にお招

きしたということは、京都議定書で有名な京都であり、そして迎賓館に総理のご

提案でお招きいただいたということに、関係者は大変印象深く、感銘を深くして

おりました。 

 そこで今後の日中協力のあり方についても幅広い討議を行いました。こうした

活動を積み重ねながら、我が国の技術やノウハウを活かして、アジアや世界経済

の問題解決に具体的な貢献を行ってまいりたいと考えております。 

 今後は、この戦略を実行する段階に入ります。先ほど奥田議員からご説明をい

ただきました内容は、私どもの考え方とまさに軌を一にするものであり、大変力

強く思っております。官民一体となって今こそ目標を実現していくためにも、政
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府自身が一丸となって政策資源を集中的に投入し、取り組んでいくことが必要で

あります。どうぞよろしくお願いします。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、何かご発言があれば。 

（小泉議長） ブラジルのように、エタノールでも、ガソリンでも、混合でも、どち

らでもいいという車は、日本でもそれほど難しくないんですか。 

（奥田議員） ブラジルでは10年ほど前にやっておりました。そのときは、エタノー

ルの技術が若干まずくて、エンジン回りのゴムの管などが腐食するということが

あったんですけれども、 近は、エタノールの質がよくなりまして、ブラジルは

エタノール100 ％で「Ｅ100 」と言っており、アメリカはエタノール85％で「Ｅ

85」と言っています。それで一応自動車は走れますけれども、問題は、コストが

非常に高いということと、それからもう１つは、材料がバイオマス、例えば、サ

トウキビ（シュガーケーン）などからとるものですから、結局、シュガーケーン

のような食料と石油とどちらが大事だという話にも絡んでくるわけです。 

 この前お会いしたブラジルの大臣の話を聞くと、アマゾンの上流の方の開発さ

れていないところを全部シュガーケーンの畑にするんだというようなことを言っ

ており、それはちょっと極端ではないですかと言ったんですけれども、結局、大

量に出そうと思うと、家畜に食べさせるシュガーケーンやトウキビがなくなって

しまいます。このように自動車の技術としては達しているわけですけれども、食

料と石油とのバランスがうまくいかない可能性がある。そこを解決しないといけ

ないと思います。 

（小泉議長） トヨタの車は、ブラジルではエタノールでやっているわけですか。 

（奥田議員） 少しずつ出しています。 

（小泉議長） ブラジルのガソリンスタンドでは、ガソリン100 ％でもＯＫ、エタノ

ール100 ％でもＯＫ、混合でもＯＫと、どの燃料でも同じ１つのスタンドで扱っ

ているのか。 

（奥田議員） そうです。 

（小泉議長） 日本もそういうふうにできればな。そのようなガソリンスタンドの数

を増やしていけば。 

（奥田議員） エタノールがどれだけできるかということですね。 

（二階議員） ガソリンスタンドに対する融資などで、そういう設備を準備すること

も大事だと思うんですが、石油業界も大体ほぼ了解をしてくれたような感じです。 

（小泉議長） 東南アジアも一緒にやってくれるといいんだよな。ブラジルと気候的

に同じで暑いんでしょう。サトウキビもできるでしょう。 

（二階議員） そうですね。 

（小泉議長） マレーシアのアブドラ首相は、ヤシでできると言っていた。 

（奥田議員） パームオイルでもできるんです。可能性はものすごくあるんです。 

（小泉議長） 可能性は非常に高いよ。 

（二階議員）  この後私はＡＰＥＣの会議へ出発しますから、東南アジア各国に一度

聞いてみます。 
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（小泉議長） 東南アジアと連携して、バイオマスエネルギー推進ができればいい。 

（牛尾議員）  共有できればいいですね。 

（奥田議員） パームオイルは、結局、石けんなどに使うにはいいんですけれども、

東南アジア一円では、食料油に使っているんです。 

（小泉議長） 食用か。 

（奥田議員） 食用です。血管によくない面もあると聞いています。 

（小泉議長） 健康によくないのか。 

（奥田議員） パームオイルというのは、よほど慎重に使わないと、人間の健康によ

くない面もあると聞いています。パームオイルが科学的にうまく処理できて、食

料にうまく使えるようになれば、どんどん出てくるでしょう。石けんなどに使う

のは、今でもいいですけどね。 

（小泉議長） ガソリンの代わりはいいでしょう。 

（奥田議員） 自動車燃料に混合するなら問題ないでしょうね。 

（与謝野議員） それでは、二階大臣のご努力で「経済成長戦略大綱」のとりまとめ

に向けた作業が進んでおりますが、引き続き「経済成長戦略大綱」のとりまとめ

に政府一丸となって積極的に取組み、「基本方針2006」への反映を図っていくこと

としたいと思います。また、資源・エネルギーの重要性に鑑み、政府として一貫

性を持ったエネルギー戦略を構築することの必要性についての共通の認識があっ

たと思います。今後は、「新・国家エネルギー戦略」の具体化に向けた取組みを進

めていくことといたしたいと思っております。 

 総理なにか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（与謝野議員） それでは、次に、歳出・歳入一体改革について、まず、とりまとめ

に向けてのご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。本間議員からご説明をお

願いします。 

 

○歳出・歳入一体改革について－とりまとめに向けて－ 

（本間議員） それでは、私の方から簡単に説明させていただきます。 

 あと１か月余りで歳出・歳入一体改革のとりまとめをしなければならない時期

に来ております。これを「基本方針2006」に反映するということになろうかと思

いますけれども、その際に大体どのような枠組み、フレームワークでこれを整理

するかということを、ここで確認しておく必要性があろうかと思いましてペーパ

ーをまとめました。 

 第１は、先ほど牛尾議員の方からもお話が出ましたけれども、財政健全化と成

長力強化は、これまでどちらかというと、対立概念として位置づけられてきたと

いうことがあろうかと思いますけれども、実は長期的に考えますと、この財政健

全化と成長力強化というのは極めて循環をする、すなわち、供給サイドと需要サ

イドの両面を通じて車の両輪的な関係にあるわけでございます。財政健全化に向
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けての取組みが一つの大きな成長力強化になるという認識を持って取り組む必要

があると考えております。 

 とりわけ、財政健全化は過大な負担を民に求めないということでございまして、

企業の競争力の強化をしていく場合にも、国民の貯蓄投資におきましても、この

面が非常に大きな要素になります。さらには、官製市場の開放によって公共サー

ビスを充実させると同時に、民の創意工夫が活力を生み出すという側面もござい

ます。そして、これは日銀総裁に前にご指摘いただきましたけれども、財政健全

化への継続的・長期的な取組みを、市場にメッセージとして発信し続けるという

ことが政府の信認にもつながるわけでありまして、ぜひこれらの点から、財政健

全化を成長力強化の一つの柱として位置づけながら、しっかりと対応していかな

ければならないと思います。 

 その際、「堅実な前提」を置いていくということも重要な問題でございまして、

中長期的に効果がプラスとしてあるわけですが、短期的には、需要面ではマイナ

スの部分が時として顕在化する場合もあるかもしれません。その点でランダムな

要素をきちんと考慮して、財政健全化を着実に進めていくということ、そしてそ

れを上回るケース、つまり潜在成長力の上昇や自然増収が出てくる場合には、財

政健全化目標、とりわけストックベースにおける健全化をきちんと実現していく

ということが重要な要素になろうかと思います。 

 第２に、財政健全化目標についてです。「歳出・歳入一体改革」中間とりまとめ

で、小泉構造改革の2001年度から2006年度までを第Ⅰ期として、2007年度から2010

年代初頭を第Ⅱ期、2010年代初頭から2010年代半ばを第Ⅲ期と仕分けをしてまい

りましたけれども、この点については、きちんと目標設定をして実現をしていく

ということが必要であろうと思います。第Ⅱ期においては、国・地方合わせた基

礎的財政収支を確実に黒字化させるということ。さらには、現段階で厳しい財政

状況にある国についても、均衡に近づける努力をするということ。第Ⅲ期は、債

務残高ＧＤＰ比を安定的に引下げていくことを実現していくことが重要であろう

と思います。その際、国についても、債務残高ＧＤＰ比の反転を目指す必要があ

り、国と地方との間でプライマリー・バランスのフローの部分と、ストックであ

る債務残高の引下げについて、両者が協力しながら実現していくということが重

要であろうと考えております。 

 第Ⅲ期までの問題をこれまで議論しておりますけれども、実はＥＵ等におきま

しても、以降の問題、これは日本の場合には、少子高齢化、人口減少社会が来る

という特殊な要因がございますので、さらに第Ⅲ期を超えた長期の目標について

も視野において議論を進めていくということが重要であろうと思います。その際

に、将来を見据えた公会計制度を整備し、負担能力と給付水準のマッチングとい

う観点できちんと管理していくことも制度的に担保されなければならないと考え

ております。 

 第３に、財政健全化の取組方針でございます。この第Ⅱ期、第Ⅲ期で継続的か

つ一貫した取組みをしていくということ。とりわけ、継続性が重要でございまし

 9



 
平成 18 年第 13 回 議事録 

 
て、政府の一貫したスタンスを明確にしていく必要性があろうかと思います。 

 その上で第Ⅱ期、第Ⅲ期を通して歳出改革と歳入改革をパッケージとして、国

民にわかりやすく選択肢を示しながら説明していく努力が求められると思います。

歳出削減を徹底的に行いながら、しかし社会保障を中心として給付の水準が国民

生活に多大なる影響を及ぼすということ、そしてその水準いかんによっては、負

担が当然考慮されなければならないことを、わかりやすく示していくということ

だろうと思います。その上で、財政健全化目標達成に向けた選択肢の提示に当た

っては、できるだけ歳出削減の効果を上げていくということ。これぐらいやった

んだというような安易な感覚ではなくて、もうこれ以上できないというようなと

ころまで歳出削減を徹底していく必要があろうかと思います。 

 さらには、 大限の資産売却・管理による債務残高のストックベースにおける

縮減も重要であろうと思いますし、そして何よりも、後世代へのツケ送りを脱却

すること、持続可能で効率的な社会保障制度を実現すること、そして成長力強化

を歳入面においても担保するような経済成長力強化の取組みが求められると考え

ております。 

 やむを得ず増収措置をとる場合において、何を考えなければならないかという

ことでありますけれども、国・地方の財政状況のバランスをとること、社会保障

のための公平かつ安定的な財源を確保すること、そして新規増税増収措置は、「官

の肥大化に振り向けず、国民に還元をする」という原則を徹底することが大事だ

ろうと思います。 

 具体的に我々が念頭に置かなければならないのは、当然、第Ⅱ期の目標をどの

ように達成するかであります。これについては、経済の状況等も関連いたします

けれども、第Ⅱ期におけるプライマリー・バランス黒字化を達成するための要対

応額を、できるだけわかりやすく国民に説明をするということ。歳出削減につい

て、人件費から社会保障に至るまでの５つの柱についての具体策をきちんと示す

こと。そして何よりも、平成19年度の予算編成にその具体化のとっかかりを発射

台として示すこと。さらには、米軍のトランスフォーメーションのコスト等もご

ざいます。あるいは少子化対策の問題もございます。科学技術等の問題もござい

ます。そういう膨れやすい部分を精査し効率化をすると同時に、全体としてその

歳出増を吸収する削減目標を設定していくという整合化をとることが重要だと思

います。 

 後に、そのようなぎりぎりの努力をした上で、残された要対応額への対応に

ついて国民に幅広く理解を求め、その手段についても多様な形で検討していくこ

とが重要な要素であろうという考え方を民間議員はとっております。 

 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、谷垣大臣から資料が提出さ

ております。 

（谷垣議員） この歳出・歳入一体改革について、今朝政府・与党実務者協議会が行

われてございます。そこでも申し上げたのですが、財政と国債管理政策にも責任
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を持つという立場から考えますと、今後の歳出削減の検討の具体化に当たりまし

ては、お手元の配付資料でお示ししている３つの点が、私は極めて大事だと思っ

ております。 

 第１に、これは結果的に増税幅をできるだけ小さくすることにもつながります

し、国民の理解を得るということにもつながると思いますが、歳出削減がプライ

マリー・バランス回復に向けての努力の要調整額の、少なくとも半分以上を占め

るような削減を行わなければいけないというのが第１点でございます。 

 それから第２に、それは相当大きな規模・内容の歳出削減になると思いますが、

そのためには、社会保障や人件費等について具体的な制度改革方策等を固めて、

公共事業なども含めて各分野間でバランスのとれた歳出削減の実現をすることが

不可欠ではないかという点であります。 

 それから第３は、国・地方間でバランスのとれた財政健全化を実現することと

いうことでありますが、特に、国債市場の信認を通じて長期金利の安定化を図る。

そしてそれを経済成長につなげるためにも、国のプライマリー・バランス黒字化

も早期に実現することが必要であるということ。 

 以上の３点でございます。今後私としても、こうした考え方に沿って全力で取

り組んでまいりたいと思っておりますが、歳出・歳入一体改革のとりまとめをし

ていただくに当たりましては、こういう考え方を踏まえて検討していただく必要

があるのではないか、その点よろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

 そういう観点から申しますと、今ご説明をいただいた民間議員のペーパーにご

ざいます国の財政健全化目標、第Ⅱ期のところに、財政状況の厳しい国について

も均衡に近づけると書いていただいておりますが、どうも少し弱いのではないか。

2010年代半ばの債務残高ＧＤＰ比反転を目指すためにも、早期に国のプライマリ

ー・バランスの均衡を実現するという趣旨を明らかにする必要があるのではない

かと私は思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それではご自由にご発言をいただきたい

と思います。 

（竹中議員） 民間議員ペーパー「『歳出・歳入一体改革』の取りまとめに向けて」の

趣旨は、成長と財政を車の両輪にして、一方に極端に偏ることなく、両方しっか

りやっていこうというご趣旨だと思いますので、そのご趣旨を貫いた改革をしな

ければいけないと思っております。 

 具体的に３点申し上げます。 

 第１の点は、今、谷垣大臣がおっしゃった点と絡むんですが、例えば、２．（２）

の２つ目の「○」のところ、国と地方のバランスですね。谷垣大臣もそれに関連

することをおっしゃったわけでありますけれども、このバランスをとるというの

は当然重要なことだと思います。ただ、何をもってバランスがとれたとするかは、

現実問題としては立場によって違っているわけです。これはどこかで何らかの結

論を出さなければいけないときが来るわけですけれども、それは具体的な数字に

基づいて、いろいろ納得できるような形でやらなければならないと思うんですが、
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私が申し上げたいのは、その際、立場の違う国と地方の協議のプロセスをぜひ、

政府としてきちんと踏まなければいけないと思っています。これは総務大臣とし

てできることについては全力を尽くしますが、 後は、国と地方ですから、内閣

官房、内閣府にも大変ご協力いただかなければならなくなると思います。そのプ

ロセスを丁寧にやっていかないと大変難しいことになる。そのことをよろしくお

願いしておきたいというのが第１点でございます。 

 第２点は、これは確認ですけれども、３．の２つ目の「○」、歳出改革と歳入改

革を「パッケージ」として「選択肢」と書いておられますが、この意味は、中間

とりまとめ（４月７日）で７原則を書かれた紙の中に、複数のマクロ経済の下で

の選択肢と書かれているんですが、これはそういう意味ですか。複数のマクロ経

済の下で歳出・歳入の改革のパッケージを出す、そのような趣旨だと理解をして

おります。これが第２点。 

 そして第３点は、これはぜひご議論いただく必要があるかと思うんですが、１

の４番目の「○」、潜在成長力の向上や税の自然増収がある場合は、財政健全化目

標の前倒しを基本にする。これは、気持ちはわからなくはないんです。幸いにし

て成長力が高まり、税が増えてきて、それで財政再建がうまくいった場合、それ

によって無駄が生じないように、しっかりとやらなければいけないという気持ち

はわかります。しかし例えば、2001年にアメリカでブッシュ大統領が次のような

ことをやったわけです。これもＯＢＲＡで実際歳出管理をやっていたわけですが、

予想以上に景気がよくなり、税収が上がって財政がよくなった。そのときにブッ

シュ大統領の政治判断として、これを経済活性化のための減税に回そうではない

か、ということを年頭教書で発表しているわけです。 

 これは、やはり政治判断としてあり得るわけです。日本の場合、財政が厳しい

ですから減税とはならないにしても、例えば、５％消費税を上げなければいけな

いと思っていたけれども、４％で済む、３％で済む、そういう判断を将来の政権

がすることはあり得るわけです。これは極めて高度な政治判断で、その判断まで

もそういうことをしてはいけないと。いい結果が出てきて自然増収があれば、全

部財政健全化目標の前倒しだと決め打ちしてしまって、本当に政治の問題として

よいのだろうか、政策の問題としてよいのだろうかと私は思います。だから、そ

こは余り縛らず、官の肥大化には振り向けないで、できるだけ節約しましょうと

いった書き方をすべきなのではないかと思います。 

 以上３点でございます。 

（与謝野議員） どうぞ本間議員。 

（本間議員） 総務大臣のお話は、それぞれもっともな論点だと考えております。国

と地方のバランス、これは 終消費レベルでやるか、あるいは時系列的にプライ

マリー・バランス、国と地方の動きをどういう形で整合化するか。これはまた民

間議員も知恵を出したいと思っておりますので、ぜひ財務省を含めてご検討をい

ただければと思います。 

 第２番目の問題、これは総務大臣として地方六団体等をはじめ、いろいろご議
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論がある中でご苦労いただいておりますので、プロセスをきちんと踏むというこ

とで、これは近いうちに来ていただいてお話を伺うようなことも事務方と調整し

ているところでございます。その辺のご意見もしっかりと、さらには次のステー

ジの中で地方の意見をどのように組み入れるかということも、政治的に判断して

いただければと思います。 

 それから 後のポイントであります。確かに政治的に非常にタッチーな問題で

将来の施策の限定をすると読めるかもしれませんけれども、我々はそこまで考え

ていないわけでありまして、いい場合のときとリスクが顕在化するような状況の

ときの弾力的な条項を入れておかないと、財政健全化と成長力の両立というのは

難しいということもありますので、ぜひその辺についてのお考えもしっかりと組

み入れながらまとめていくということだと思います。 

（与謝野議員）  総務大臣。 

（竹中議員） そこは表現をうまくしていただいて、先ほど言いましたように、これ

で肥大化されてはいけないという気持ちは大変わかりますので。 

（本間議員） 前倒しを基本、と書いてありますので、そういう意味ではニュアンス

はそこで表現しているのかと思っているんですが、この表現がきついかどうかと

いうことは、また 終段階のところで議論したい。 

（竹中議員） そこはぜひうまく表現をしてもらわないと、結構面倒なような気がい

たします。 

（与謝野議員）  他にご発言はございませんか。 

 それでは、まだ中間段階でございますので、本日は全体の枠組みについてご議

論をいただき、いくつか確認されました。第１に、「財政健全化」と「成長力強化」

は車の両輪であり、堅実な前提に基づく確実な財政健全化とマクロ経済への負荷

を考慮した対応が必要であるということ。 

 第２に、第Ⅱ期、第Ⅲ期を通じて継続かつ一貫した取組みが必要であり、第Ⅲ

期には債務残高ＧＤＰ比の安定的引下げが必要であること。 

 第３は、国についても債務残高ＧＤＰ比反転を目指す必要があり、国と地方の

間で財政健全化のバランスを確保する必要があること。このバランスについては、

竹中大臣からご発言がございましたが、これはまだまだ議論をしなければならな

いところでございます。 

 それから、これは総理からのご指摘も以前あったことですが、第Ⅱ期の初年度

である平成19年度の予算の重要性についても共通の認識が得られたと思います。 

 これらを踏まえまして、与党とも十分連携をしながら、次回以降さらに内容を

固めていきたいと思っております。 

 総理からご発言はなにか。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  それでは、次の議題に移りたいと思います。社会保障制度の制度改

革についてご審議をいただきます。 

 それでは、先日とりまとめられました「社会保障の在り方に関する懇談会」の
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終報告について、内閣官房の辻内閣審議官から、その要旨をご説明いたします。

どうぞ。 

 

○歳出・歳入一体改革についてー社会保障制度改革― 

（辻内閣審議官） 去る26日に、官房長官の下に設置されました「社会保障の在り方

に関する懇談会」において、お手元の「今後の社会保障の在り方について」と題

する報告書がまとまりました。 

 この設置経過でございますが、平成16年の年金改革法が成立しましたときに、

附則で、社会保障全般について、政府は税・保険料等の負担と給付の在り方を含

め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必

要な見直しを行うものとする、とされました。このような経過から設置されまし

て、これまでに18回議論されまして、その間、介護保険改革、あるいは医療制度

改革の法案提出もありましたが、同時並行的に議論され、それを踏まえてまとめ

たものでございます。 

 まず、ここで公表されました数字から説明申し上げます。３ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 社会保障の給付と負担の見通しをまとめておりますが、まず、給付の方をご覧

いただきたいと思います。左側の2006年度、この白い箱グラフが改革前でござい

まして、2006年度で年金・医療・福祉等で91兆円、国民所得に対する割合が24.2％

でございます。これが今申しました年金制度、介護保険、医療制度改革を行いま

すと、2015年度をご覧いただきたいと存じますが、改革前では総額126 兆円、Ｎ

Ｉ比（国民所得比）が27.4％となるものが、改革後は116 兆円、25.3％に減ると

いう改革効果が示されております。 

 これを右側の負担面からご覧いただきたいと存じます。まず、保険料につきま

しては、いわゆる国民所得に対する割合が実質的な負担の水準と考えますと、保

険料が改革前で14.6％、一番右側の2015年度をご覧いただきまして、16.6％に上

がるものが15.9％に下がる。すなわち、２％ほど上がる予定のものが1.3 ％くら

いになった。それからもう一つは公費、これは税負担でございますけれども、

7.8 ％が9.7 ％になるところが、8.9 ％になった。1.9 ％ぐらい伸びるものが

1.1 ％ぐらいになる。このような見通しが示されております。 

  １ ページをご覧いただきたいと存じます。懇談会がとりまとめた報告書の基本

的な考え方でございますが、まず「自助」を基本として「共助」が補完する。こ

れは保険料を支払う方式という意味であると存じます。自助、共助が対応できな

い状況に対して必要な生活保障を行う公的扶助、生活保護あるいは社会福祉など

を「公助」として位置づける。したがいまして、社会保険方式を基本とし、国民

皆保険・皆年金体制を今後とも維持するという基本構造で、今後の在り方といた

しましては、制度を持続可能とするために給付と負担の不断の見直しを行う。あ

わせて、生活習慣病等の予防、あるいは就労、病院よりも在宅と、このような予

防や自立を進めることによって、社会保障の需要そのものが縮小される政策努力
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が不可欠であるという指摘をされております。 

  それから３つ目の「○」でございますが、給付についての不断の見直しを行い

つつ、公費負担について、将来世代に先送りすることがないよう、安定的な財源

を確保すべき。消費税を含む税制全体の改革を検討していくことが重要と指摘さ

れております。 

 それから、特に、少子化対策の重要性が大変強く議論されております。１つ目

の「○」にありますように、国を挙げて少子化対策に全力で取り組むこと、総合

的に対策をとること。２ページをごらんいただきまして、企業や国民の意識の改

革。そして財源論といたしましては、財政的な制約がある中で政策と財源を一体

的に議論すべきであり、税制においても少子化対策に焦点を当てて総合的な検討、

といった指摘がございます。 

 設置経過からして一番のポイントの公的年金一元化についてでございますが、

公的年金一元化は、まず被用者年金制度の一元化から始める。それから共済年金

の１・２階部分の保険料率を厚生年金の保険料率（18.3％上限）に統一すること

とされたところであり、今後とも基礎年金国庫負担割合及び被用者年金一元化に

係る方針を堅持するといったこと。それから国民年金と被用者年金の一元化は、

社会保険方式を基本として、今後検討すべき課題とされております。 

  なお、ここには書いておりませんが、基礎年金を税方式とする、全額税で賄う

べきとする意見がございましたが、これについては、負担と給付の関係が明らか

でなく、我が国の制度になじまないという反対意見がありまして、本文には記述

されず、別添に記述されたという経過がございます。 

 それから納税者番号制度、社会保障番号制度等の是非も検討を行うべき、とい

うことがとりまとめられております。 

  以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それではご自由にご発言をいただきたいと

思います。 

（谷垣議員） 社会保障については、これまで年金、介護、医療と累次改革をやって

きたわけですが、今回ご説明いただいた資料の給付と負担の将来見通しを見ます

と、高齢化の進展などによって、今後も給付とそれに必要な税・保険料負担は経

済の伸びを上回って増加する見込みになっているわけでございます。こうしたこ

とを背景に、この「在り方懇」の報告にも、給付について不断の見直しを行うと

同時に、公費負担について将来世代に先送りすることがないよう、安定的な税源

を確保すべきだとあり、そのことが社会保障制度の持続可能性、さらには財政全

体の持続可能性を確保する上で重要だという趣旨が述べられていると思うんです。

歳出・歳入一体改革を議論する上でも、このような指摘は大変大事だと思ってお

りまして、社会保障の改革を、この報告書も踏まえて継続・強化していく必要が

あろうかと思っております。 

（与謝野議員）  それでは、ここで吉川議員より、社会保障番号についてご説明をい

ただきます。 
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（吉川議員） それでは、先ほどご説明のありました「在り方に関する懇談会」報告

書でも、納税者番号、社会保障番号等の検討をぜひとも進めるべきというご意見

が強かったということですが、私から資料「『社会保障番号』と『社会保障個人会

計』の導入に向けて」をご説明いたします。我々の資料には、「社会保障番号等に

ついて（参考資料）」もございますので、２つを合わせてご覧いただければと思い

ます。 

 参考資料の１ページ目です。社会保障番号につきましては、既に導入されてい

る他の国の経験がございますので、諸外国の経験について簡単に説明させていた

だきますが、代表的な国としてはアメリカがございます。 

 アメリカの場合には、社会保障番号、Social Security Numberと言いますが、

歴史が大変古くて1936年に導入されたということですから、もう70年経験されて

いる。1962年からは納税者番号にも活用されているということでございます。 

  これは行政機関のみならず、民間も含めて大変広く活用されている。ただし、

アメリカの場合には、 近のことですけれども、規制がなかったために余りに広

く番号が使われて、濫用されてということだと思いますが、社会問題も発生して

いる。日本の場合には、このような番号についてプライバシーの保護は十分に言

われていますけれども、当然その点については留意する必要があり、これはアメ

リカの経験からも必要なことである。 

  そうした濫用による問題が発生しているわけですが、アメリカの場合には制度

も非常に成熟して、あらゆる面でこの番号が使われている。私自身も番号を持っ

ていますが、例えば、大学の学生証番号がありますが、別に独立の番号を与える

わけではなく、ほとんどの学校でSocial Security Numberを使っている。生活の

中に溶け込んでいる番号だと思います。 

  ２ページ目を見ていただきますと、いくつかの代表的な国について例が挙げて

あります。アメリカ、スウェーデン、シンガポール、韓国がございます。 

 それから１ページ目に戻りますが、納税者番号につきましても、アメリカでは、

もともとあった社会保障番号を1962年から転用、現在ではそれが使われていると

いうことでございます。 

 「『社会保障番号』と『社会保障個人会計』の導入に向けて」という資料に戻り

ますが、社会保障番号を導入するメリットは一体何なのかというと、我々民間議

員がずっと言ってきたわけですが、日本の社会保障制度は、国民全体にとって大

変大切な財産だと思いますし、多くの国民が日本の社会保障制度はいろいろな意

味で維持してほしいと思っているわけです。我々自身もこれを持続的に長持ちす

るものにしたい。そうすべきだということをずっと言ってきたわけで、また使い

勝手がいい制度でなければならないだろう、ということを言ってまいりました。

その点で社会保障番号を有効に活用することにより、給付と負担に関する個人情

報の集積が容易になって、分立する保険者や行政機関の連携が図られる、また国

民の利便性が高まるだろう。 

  今の社会保障制度の中でも、年金、医療保険、介護、雇用保険、生活保護、そ

 16



 
平成 18 年第 13 回 議事録 

 
れぞれ番号を使っているわけです。番号等がなければ、識別ができず混乱してし

まうわけで、それぞれの制度ごとに独立してあるわけですけれども、それを統一

した方が良い。携帯電話の番号でも３つも４つもあったら、混乱するのではない

か。識別番号は１つの方が、合理的にいろいろな制度を設計できるということに

尽きます。例として、具体的にいくつか挙げてあります。 

 次に、「社会保障個人会計」になりますと一歩進むわけですが、番号は前提にな

りますけれども、個人会計を設けるわけですから、転職、転居、結婚、離婚等に

よる被保険者資格の記入漏れを防ぐとともに、国民が被保険者・負担履歴、それ

に対応する受給資格を随時確認することが可能になる。これも社会保障制度の使

い勝手をよくすることになるであろうということです。 

 具体的に社会保障番号を導入するという場合に何が必要になってくるか。社会

保障番号の導入に当たっては、先ほども言いましたアメリカの経験を踏まえて個

人情報保護策を徹底する必要がある。これは当然のことでございます。現在、基

礎年金番号という番号が既にあるわけですけれども、そうしたものも一つのステ

ップになると思いますが、さらに社会保障番号へと進むために具体的な検討を行

うべき。個人情報の保護、それから対象範囲、運営方法等について、前向きに検

討していただきたい。 

 具体的にどこが何をするのか。私どもが考えるのは、社会保障を司る厚生労働

省を中心に考えていただくということです。既に番号がいくつかあるわけですか

ら、それをつないでいくような作業になるのだろうと思いますが、要は、やろう

ということを決めていただいて、その上で詳細については、問題点があれば押さ

えながら制度設計を詰めていただかなければいけないわけで、ぜひ、政府として、

厚生労働省を中心に前向きに考えていただきたい。前向きに考える価値があると

いうのが私たち民間議員の考え方でございます。これは在り方懇の方でも、メン

バーの方々が同じような考えを述べられたということでございます。 

 以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それではご発言をお願いします。奥田議

員。 

（奥田議員） 「社会保障に関する在り方懇談会」の報告書とその概要が資料として

出されておりますけれども、この報告書の中で、制度を持続可能にするために経

済社会の活力を維持して、世代間、世代内の公平・公正を確保する必要がある。

こういった指摘がされておりまして、これは当然だと思っております。そのため

に、今後一層の給付の見直しや、概要の資料の１ページにも書いてございますが、

消費税の活用も含めて税・保険料などの財源の在り方について議論していく必要

があると考えております。 

 経済界としては、その検討の中で保険料の水準についても見直すことを期待し

ているわけでございまして、給付の見直しについては、現在、与党において積極

的な検討がなされると承っておりますので、今後更なる重点化、効率化策が打た

れると理解しております。 
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 今申し上げた課題につきましては、引き続き政府として責任を持って議論して

いくために、税と社会保障制度を一体的に見直すべきであると考えておりまして、

このことは前回、「基本方針2003」と2004年度の与党税制改正大綱に書かれている

ところが関係する話だと思うんですが、このところをどのように理解して、ある

いはどのように実現していくのか。そのことについては一つの問題点としてまだ

残っているのではないかと思っております。 

（与謝野議員）  辻さん何かありますか。 

（辻内閣審議官） 報告書の本文の方にございますが、介護保険や医療制度、その他

の関連施策で、なお見直しが必要であるという記述がございます。介護保険につ

きましては、さらに介護予防の推進が必要といったようなことがございますが、

特に医療保険で十分議論がございまして、いろいろな制度改革の中身を今、政府

が提出していますが、報告書の13ページの「医療費適正化の推進」というところ

の 後のパラグラフで、「さらに、この先医療給付費の膨脹に歯止めがかからない

ような事態が続くようなら、改めて保険給付の内容・範囲の見通しについての国

民的議論も避けて通れないのではないかと考える」といった記述がある。 

  それから、「終末期医療の在り方」について特に指摘がありまして、今後、高齢

者の生活の質や尊厳を基本において、13ページの後ろの方でございますが、「在宅

で死を迎えられる方向をその受け皿と連動させながら考えるべきである」と記述

がある。この前提としては、医療費の増加の大きな要因が病院で死亡することで

あるという認識が示されております。 

 あるいは、それに続く６のところでございますが、「その他の社会保障分野」で、

生活保護につきましても、「自立・就労支援を推進するとともに、給付の増の抑制

のための不断の見直しを行う観点から、今後、更に検討していくことが求められ

る」という形で、さらに見直しが必要であるという記述が入っております。 

（与謝野議員）  他にご発言は。 

  私から質問ですが、社会保障番号は、厚生労働省で検討・研究したことはござ

いますか。 

（辻内閣審議官）  社会保障制度内での在り方として、例えば年金と雇用保険、ある

いは年金と医療で、重複の調整といったことをするために、一つの通し番号でや

ればどうか、ということを内部で議論いたしております。そのときの問題点とい

たしましては、一つは、社会保障番号の導入そのものが、セキュリティの問題や、

ものすごく多様な情報を全部一つのもので検索できるようなシステムをつくると

いうことで、現行制度を全部つなぎ合わせていかないといけませんので、相当膨

大な経費がかかるというのは明確でございます。そういう意味で、効果を考えま

すと、給付の重複の調整などは一番効率的でございますが、例えば、年金と失業

保険とか、そういうものについての財政効果はそれに比べれば相当小さいという

ことで、社会保障の枠内だけの通し番号というものの導入の効率性が、ご負担さ

れる国民に納得いただけるかどうかというところが大きなポイントと存じており

ます。 
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（竹中議員） 個別の問題は余り詳しくありませんけれども、吉川先生がおっしゃっ

たように、全政府として前向きに考えろというのはおっしゃるとおりだと思いま

す。これは役所の縄張り争いをする必要は全くないわけで、住民基本台帳なども

使えるのか使えないのか、そういうことに使うのがいいのか悪いのかという問題

もあると思いますけれども、少し省庁を超えて勉強することは重要なのではない

でしょうか。 

（与謝野議員）  本間先生。 

（本間議員） 私は税調にも関係しているんですが、税調も従来のスタンスよりも少

し前向きな議論をしておりますので、今のご議論も踏まえて、政府全体でこの問

題について推進、あるいは協議の場を立ち上げていただいて、今後の十分な取組

みをお願いいたしたいと思います。 

（与謝野議員）  牛尾議員。 

（牛尾議員） 膨大なるシステムの接合性が膨大な費用を生むというご説明ですけれ

ども、ＩＴ化、ｅ－ガバメントということをもっと根本的に考えていけば、私は、

それほど費用がかかるというのはおかしいと思うんです。本来、地方がやってい

るように、国も当然ＩＴ化する現状において、相互の接続性というのはＩＴでは

非常に簡単にできるので、そういう点では、従来の作業容量で想定しているとこ

ろが多少まだ残っているのではないかという気がしますので、今日の説明は疑問

に感じます。 

（竹中議員） まさにｅ－ガバメント、電子政府の話なんです。電子政府としては住

民基本台帳を使ってできることをやる。それで政府の手続の利用、申請に関して

は2010年度までに50％以上のオンライン利用率を達成するという目標を立ててや

っている。その中で社会保障が具体的にどのように入っているのかは、今すぐは

わかりませんが、先ほど言いましたように、住民基本台帳のシステムは大変ユニ

ークなシステムでして、こういうものを持っているのは世界で数カ国しかないん

です。アメリカには住民票はないです。それで吉川先生がおっしゃったように

Social Security Numberで何でもやるわけですけれども、日本のふさわしいやり

方がどうなのかということを、少し省益を超えて議論するというのは、価値のあ

ることではないかと思います。 

（牛尾議員） ＩＴ戦略本部などね。 

（竹中議員） そういうものを使うのがいいのか悪いのか、そういうのを使うのはよ

くないという議論も一方であり、それを唱える人もいるわけです。そこを踏まえ

て全政府でやるというのは、私は意味のあることだと思います。 

（小泉議長） 国会で野党は納税者番号制度を導入せよと言いながら、どうして社会

保障制度番号を導入せよという議論がないんだろう。納税者番号よりも簡単でし

ょう。財務省はどう考えているんですか。納税者番号制度の有識者の会合がある

けれども、社会保障制度番号で議論したことはないでしょう。 

（谷垣議員） 社会保障制度番号を財務省で議論したことはないと思います。 

（小泉議長） より難しい納税者番号制度を導入すると野党はどうして言うんだろう。
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社会保障制度番号の方が簡単なのでしょう。 

（竹中議員） メリットを考えているのではないですか。税の方は負担ですから。 

（本間議員） 番号を導入したときに、徴税や徴収の効率化の問題と情報提供の問題、

そしてそれが受益と負担の両面がありますので、それぞれでばらばらに行ってい

ますと、全体のメリットが出てこないんですけれども、それを総合化しますと相

当メリットが出てくるということです。税調もこの間、厚生労働省からも参考人

を呼んでヒアリングをしたところでございまして、内閣審議官と同じような意見

で、コストがかかるからメリットとデメリットを検討すべきという、慎重なご発

言があったわけです。全体でパッケージ化をしたときには相当な利益もあります

し、コストがかなりかかるというのは、アメリカのケースなどは、まだ雇用者識

別番号など他にも番号があって、番号の管理の問題と受益の問題、それから納税

者番号という負担の問題が全部絡んでおりますので、そういう次元を超えてぜひ

議論をしていただければと思います。 

（与謝野議員）  吉川議員。 

（吉川議員） 先ほど番号のメリットとして、社会保障のいわゆる重複給付の是正と

いうことを挙げられて、それはもちろん一つだろうと思いますけれども、社会保

障番号のメリットは将来的にはそれだけではなく、他にもいろいろなものが考え

られると思います。納税者番号のメリットは、おそらく金融所得を捕捉するとこ

ろが一番大きいかもしれませんけれども、それとの連動で言えば、例えば、医療

保険でも高額療養費制度、すなわち月額上限をどのように所得水準に応じて設計

するか。その他年金給付と医療保険との関係等、限られたリソースの中で国民が

享受できる社会保障のメリットを 大化するためにどのように設計するか、とい

う点で、可能性としていろいろなことが将来的にはできると思うんです。まさに

ＩＴ時代にふさわしい将来への投資という意味で、社会保障番号は、やはり合理

的で十分に検討する価値のあるものだと思います。 

（与謝野議員）  それでは、社会保障番号については先ほど本間議員からご提案があ

り、また竹中大臣から住民基本台帳の番号の活用などを含めて、次の機会にどう

いう場できちんと検討するか、私の方からご提案をさせていただいて、その上で

皆さんに決めていただきたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。 

（「はい」と声あり） 

（与謝野議員）  それでは、次回はどのような場で社会保障番号を検討するかという

ご提案をさせていただきます。 

 総理から何か。 

（小泉議長） わかりやすくしてね。社会保障番号といえば、医療保険も年金も介護

もあるでしょう。それを一つの番号でやるのかな。 

（与謝野議員）  はい。それから失業保険、生活保護。 

（本間議員） できれば、そういうところを全部一まとめにするということです。 

（小泉議長） まずは、どういうものかわかりやすくしてほしい。 

（本間議員） ええ、そうですね。 
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（与謝野議員）  それでは、次の議題に移りたいと思います。辻さんありがとうござ

いました。 

 

○「基本方針2006」に向けて 

（与謝野議員）  それでは、安倍官房長官から再チャレンジ推進会議の中間とりまと

めに関し資料が提出されております。官房長官からご説明をいただきます。 

（安倍議員） 再チャレンジ支援策は、再チャレンジ推進会議で５回にわたり検討を

行い、また先般、北海道で開催されたタウンミーティングの意見も踏まえまして、

昨日中間とりまとめを行いました。本日はお手元の資料のうち、「再チャレンジ推

進会議『中間とりまとめ』について」という表紙のついた２ページの資料と、も

う１つ、「再チャレンジ可能な仕組みの構築 中間とりまとめ 参考資料」という

表紙のついた資料、この２つの資料に基づいて、ポイントを報告いたします。 

 まず、「再チャレンジ推進会議『中間とりまとめ』について」という資料をご覧

いただきたいと思います。 

 表紙を開いていただきまして、１ページ目は再チャレンジ支援策の基本的な考

え方を示しております。目指すべき社会は努力をした人が報われる社会、フェア

で公正な競争が行われる社会であると考えております。こうした社会をつくるこ

とにより、日本の活力も維持できるのではないか。競争のプロセスでは失敗する

こともありますが、大事なことは、いわゆる勝ち組、負け組を固定しない社会で

あり、人生の様々な段階で多くの選択肢が用意されている社会の構築であると考

えております。 

  現状を見ますと、再チャレンジは必ずしも容易でないという状況にありますの

で、以下に述べます支援策を講じることにより、再チャレンジ可能な社会を構築

していくことが必要であると考えております。 

  支援策については２つの切り口で整備をしております。１つは社会全体の仕組

みの変革で、そのねらいは、働き方、学び方、そして暮らし方の３つの面での人

生の複線化を目指すことであります。もう１つは、若者、女性、高齢者など、そ

れぞれの事情に応じたきめ細かな支援を講ずることであります。 

 主要な支援策の内容につきましては、２ページ目をご覧いただきたいと思いま

す。ここでは対象となる世代別に、若者、現役世代、高齢者・団塊世代毎に整理

をしております。 

 まず、若者の再チャレンジといたしましては、就職氷河期に不本意な就職をし

た若者や離転職を繰り返す「年長フリーター」へのキャリアコンサルティングな

どを実施すること。国家公務員の中途採用拡大などを通じ、新卒以外の人にも採

用の門戸を広げること。また子どもたちが家庭の経済力にかかわらず、放課後や

週末に学習できる機会をつくることといった施策を盛り込んでおります。 

 現役世代の支援策につきましては、就業、事業、教育の３つの分類で整理をし

ております。就業に関しては、パートなど正社員以外の方が安心して働けるよう、

有期労働契約をめぐるルールを明確化し、またパート労働者に対し、社会保険の
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適用を拡大すること。出産・育児で離職した女性の活用を企業に働きかけること。

リストラ等で退職を余儀なくされた方に対し、再チャレンジプランナーを置いて、

きめ細かい支援を行うことなどを盛り込んでおります。 

 事業に関しては、一度事業に失敗した人が再び創業をしようとする際、資金調

達が容易になる仕組みをつくること。金融機関が個人保証を取得する際の説明の

徹底を、金融庁の監督方針の重点事項とすることなどを盛り込んでおります。教

育に関しては、社会人がいつでも学び直しができるよう、実践的な教育コースの

開設を支援したり、身近な窓口で必要な情報が得られるようにすることなどを盛

り込んでおります。 

 高齢者・団塊世代の支援としては、現役時代の経験を学校での教育に活かした

り、高齢者が簡易な資格を取得して活躍できる場を拡大することといたしており

ます。Ｕターン、Ｉターンを希望する方が、例えば、農業などの分野で活躍でき

る場を整備し、そのために必要なサポート体制をつくることなどを盛り込んでお

ります。 

 ポイントは以上でございますが、もう１つの資料でございます「再チャレンジ

可能な仕組みの構築 中間とりまとめ 参考資料」でありますが、それぞれの個

人に着目をしておりまして、 初のページには、「若者の就業の道が広がります」

と書いてあり、数値目標としてもフリーターを2010年までにピーク時の８割に減

少させるといたしておりまして、自分に置き換えて、この再チャレンジをするこ

とによって、こういう可能性を広がっていくということがそれぞれ書いてござい

ます。 

 今後、これらの施策を具体化するとともに、社会全体として再チャレンジの機

運を盛り上げていくことが必要でありますので、各議員の皆様方のご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは、再チャレンジ支援策に関して

は後ほど議論していただくことにいたしまして、６月末に向けまして、「基本方針

2006」を取りまとめなければならないわけでございますが、その考え方につきま

して、吉川議員からご説明いただくことにいたします。 

（吉川議員） 「『基本方針2006』の策定に向けて」という民間議員の提出資料でござ

います。 

 今年も基本方針を策定する時期がまいりました。今年度が６回目になるわけで

すが、幸い日本経済が安定的な経済成長を続けている中で、今年度の基本方針は、

今後10年くらいを念頭に置きまして、中長期的な課題についても応えることが重

要なポイントになると考えております。 

 資料の１ページ目の上の方に書いてありますが、「第一に、成長力・競争力を強

化する取組み」、「第二に、財政健全化への確実な取組み」、「第三に、安全・安心

を強固にする取組み」、この３つが「基本方針2006」の重要なテーマになると考え

ております。 
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 以下、その３つについて簡単にご説明いたしますが、実は今日の会議の議題が

大体オーバーラップしていますので、重複はできるだけ避けたいと思います。 

 １番目は、成長力・競争力を大胆に強化するということでありますが、この点

については、既に先ほど二階経産大臣から大綱についてのご説明がございました。

要は、これをしっかりと基本方針の中に書き込んでいくということだと思います。 

 それから、２番目の財政健全化を確実に進めるというテーマにつきましても、

先ほど既に本間議員の方から歳出・歳入一体改革についての資料で、民間議員の

考えているところをご説明いただいております。我々としては、先ほど本間議員

が説明されたことをきちんと基本方針に書き込むことが必要だと考えております。 

 第３のテーマは、安全・安心を強固にするということで、これはバブル崩壊後

の経済の長期停滞、そういう中で雇用慣行、労働慣行、こういうものも激変する

などの問題があり、また 近では不法入国等の関係で国民の安全・安心面につい

ての危惧が高まっているように見えるということですが、実はこの点につきまし

ても、この資料の２枚目に書いてありますが、我々としては、潜在成長力の強化

ということが安全・安心を強固にするという点でも、やはり重要な一つの要件で

あると考えている。「恒産なくして恒心なし」という言葉がございますけれども、

やはり経済がしっかりしていることが重要。それだけで全て解決する問題ではな

いと思いますが、そのことが一つの重要な要件だと考えております。この点につ

きましては、先ほど安倍官房長官からご説明がございました。 

 以上３点を「基本方針2006」にきちんと書き込んでいく。繰り返しますが、今

年の基本方針の重要なテーマは、第１に、成長力・競争力の強化、第２に、財政

健全化への道筋を10年ほどのタイムホライゾンを見据えてきっちりと書き込む。

それから第３に安全・安心を強固にする。この３つをテーマにするべきだという

ことでございます。 

 以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。官房長官のご報告並びに吉川議員のご説明

に対しまして、何かありましたらご発言をいただきたいと思います。 

（竹中議員） １点だけ、民間議員のペーパーについて手短に申し上げたい。 

 これは少しお考えいただければいい問題だと思いますけれども、今まで「基本

方針」というのは2001年度から2004年度まで、これはバブル後の負の遺産を集中

調整するという意味で「集中調整期間」と名付けて、それで国民に対してメッセ

ージを出してきた。2005年度と2006年度は成長基盤を重点強化するという意味で

「重点強化期間」と名付けてメッセージを出してきた。2007年度以降、今後その

ようなネーミングを含めて、メッセージとして、何かそういったものを出す方が

いいのかなという感じがあります。 

（吉川議員） 竹中大臣、財政再建との関係では、ご承知のとおり、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ

期という名前がついているんです。Ⅱ期、Ⅲ期というのはあまりチャーミングで

ないかもしれないですが。 

（竹中議員） そうなんです。だから、そこをうまく考えていただいて、ちなみに党
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の方の財革研は、そういった期間の名前をつけてメッセージを発していたと思い

ます。そういう名前をつけるかどうかということも含めてですけれども、少し民

間議員でご検討をいただければと思います。 

（与謝野議員） わかりました。 

（小泉議長） 再チャレンジの仕組みは随分きめ細かいよ。だから、一番大事なのは、

仕事に就いていない人に対して、これだけきめ細かい選択肢がありますと、挑戦

して、意欲があればこんなにあるんですよ、ということがわかるようなＰＲが大

事だな。 

（安倍議員） そうですね。どうすればいいかわからないという人が多いと思います

ので、メッセージをどうやって送っていくかということ。 

（小泉議長） 職を探してもわからないという人がたくさんいるんだから。 近は、

大企業に勤めても転職する人が多いでしょう。 

（奥田議員） 多いです。 

（小泉議長） あんないいところに勤めているのに、何で辞めるのかと。 

（奥田議員） これは人間の変化なのでしょうけれども、結局、拘束されたり、規格

化されたりすることが嫌いな人間は、これからどんどん増えてくると思います。

ですから、トヨタなどの場合も、昔のようなやり方だけではもう難しくなって来

ている。やはり個性化ということがありますし、大会社などに勤めて規格化され

るのは嫌いだという人が結構いるものですから、なかなかその辺りの調整は難し

いと思うんです。 

（小泉議長） 実際、この仕事が自分に合っているかどうかということを判断するの

は難しい。 

（奥田議員） 一生かかって探すようなものですから。 

（小泉議長） 合っているかどうかというのは、一生かかってもわからないよな。

近は１、２年で、自分は合っていないから替えるという人が非常に多いというん

だけども、一生かかってもわからないことが、１年でわかるはずないんだけどね。 

（安倍議員） 採用年数をある程度柔軟化していただくことが、極めて柔軟な対応策

です。 

（小泉議長） これだけたくさんな選択肢があるんですよと、職を探している人にわ

かりやすく示すということがいいな。 

（与謝野議員）  それでは、安倍官房長官の下での再チャレンジ推進会議は引き続き

会議を開催されると思いますので、これにつきましても、できるだけ「基本方針

2006」の中で反映させていただきたいと思っております。 

  また、「基本方針2006」の策定に向けまして、有識者議員からご提案のありまし

た３つの課題、「成長力・競争力強化」、「財政健全化」、「安全・安心」という柱で

ございますが、竹中大臣からはシンボリックな名前、何か訴えるような名前をつ

けるべきとの考え方もあるというお話がありましたので、これは検討させていた

だきます。 

 このとりまとめに向けた方針については概ね合意があったということで、スケ
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ジュール感としては６月末に向けて作業をいたしますけれども、これは党で行っ

ていただいている歳出削減とのスケジュールも合わせなければなりませんので、

党ともよく相談をしながら、 終的な日程を決めたいと思います。いずれにしま

しても、サミット前にはどんなに遅くても決めなければならないと思っておりま

すので、その点についてはぜひご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございますが、総理、何かご発言はありますか。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  後に、日経平均株価が相当下がっておりまして心配される方が多

いわけですけれども、国内のどの指標を見ましても悪くなっているものはない。

もっぱらアメリカの動向、あるいは新興市場における市場の動向等を反映したも

のだと私は考えております。そこで今日は、高橋政策統括官からわかる範囲で結

構ですから、アメリカの失業率やインフレ率、あるいは金利の動向など、簡単に

ご説明いただきたい。 

（高橋内閣府政策統括官） 大臣からご説明がございましたが、本日は日本の株価が

かなり下げましたけれども、基本的にはアメリカが影響していると思います。ア

メリカが株を前の日に下げたことが原因でございまして、一連の震源地はアメリ

カだと思います。アメリカは徐々に成長率がスローダウンしていくだろうと言わ

れておりますので、その意味では、そろそろ金利の打ち止め感が出始めていると

ころでございます。 

 ところが一方で、原油価格上昇ですとか、雇用情勢が改善して賃金が少し上が

ってきて、インフレ圧力が出るのではないかということも言われております。し

たがいまして、その面からは金利のさらなる引き上げが必要なのではないかとい

うことになってくるわけでございます。 

  そういう意味では、景気がスローダウンするのであれば、金利上げはこれ以上

必要ないであろう。しかしながら、一方でインフレ抑制が必要になるのではあれ

ば金利を上げなければいけないということで、その両者がせめぎ合いのような形

になっておりまして、アメリカのマーケットが極めて不安定な状況になっており

ます。 

 そういう中で、アメリカは株も下げ、国債の金利が上がる。ドルも軟調という

ことでトリプル安のような状況になっておりまして、それが新興市場、あるいは

日本にも波及するという状況でございます。 

 当面、アメリカのそういった軟弱な地合が収まる展望が開けるまでは、日本で

もしばらくの間は、マーケットが少し軟弱な状況が続くのではないかと考えてい

る次第でございます。 

（与謝野議員）  日銀総裁、差し支えなければ何か。 

（福井議員） 今、ご説明があったとおりなんですけれども、世界全体の動きとして、

金融面からいきますと、マーケットが意識しているのは、世界の主な中央銀行の

金融政策の方向性が、そろって金融緩和の度合いを慎重に調整するという方向に

動いているということ。インタレスト・レート・サイクルの変化と言っています

 25



 
平成 18 年第 13 回 議事録 

 
けれども、金融緩和の度合いを慎重に調整する方向にあるということを、マーケ

ットが意識している。 

 同じ方向で動いているという感じであっても、アメリカは２年前から慎重にス

テップを踏んで、もう２年間やってきている。ヨーロッパは去年の末から始め、

既に２ステップスを踏んでいますけれども、アメリカに比べれば、かなり遅れて

慎重にステップを踏んでいる。日本は量的緩和政策の枠組みだけを修正して、金

利については今後の情勢次第である。しかし、マーケットの見る方向は、今後情

勢に応じて慎重に金利水準の調整をやるだろうというような方向にそろっている。

しかし、着手したタイミングや、その後のステップの踏み方、スピード感は、国、

地域によってかなり違う。したがって、前にあった金利差は絶対的には残るけれ

ども、いくばくか縮まる方向ということは意識している。マーケットで言えばそ

ういうことです。 

 それはしかし、金融政策だけが勝手に動いているのではなくて、実体経済の動

きに見合って、金融政策がそういう方向に変わっている。実体経済というのは、

世界経済全体としては過去20年ぐらい平均すると３％台の成長です。2003年以降

は４％を超えている。特に2004年、2005年と、昨年までの２年間は、エマージン

グ諸国の牽引力が強くなったということもあって、５％前後という、過去の平均

から見ますとかなり高い成長率になっている。それにつれて原油高、国際商品市

況高、さらには金価格の上昇というように、今後の経済を占うにあたっての心配

の種も出てきているということです。 

 したがって、望ましい方向としては、アメリカ、ヨーロッパ、日本、あるいは

中国、それぞれの経済が持っている潜在成長力、これはいずれの国も今後さらに

上がることをねらっていますが、それよりも高い成長率のところは、緩やかに潜

在成長力に向かって成長速度が調整されてソフトランディングする方が、物価上

昇圧力をむやみに高まらせるということなく、世界的に景気が長持ちする。そう

いう大きな理解が背後にあって、金融政策の方向性もそうなっているのであろう。 

 したがって、債権市場・株式市場・為替市場のごく 近の動きをとりますと、

それぞれ動いていながら、しかし、その３つの市場が相互にチェックをかけなが

ら動いているということで、私流の言葉で言えば、新しい均衡を求めて今動いて

いるという状況だと思います。市場が動きますときには、やはり経済の隅々にあ

るほころびや欠点、あるいは政策ミスという隙をねらって、マーケットが暴れる

リスクというのは常にあります。私は基本的には新しい均衡点を求めた動きと思

っておりますけれども、マーケットが暴発するリスクというのは常に存在します

ので、そこは慎重に見ていかなければいけない。 

 各中央銀行、バーナンキさんもトリシェさんも、私もそうですが、他の中央銀

行の総裁も非常に注意深く今市場を見ている。しかし、強い懸念を持っていると

いうことではなくて、基本的には新しい均衡点を求めて動いているという理解で

ございます。 

（与謝野議員）  一つご報告がございますが、宿題になっておりました経済財政諮問
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会議の下に資産債務等専門調査会を置くということでございますが、メンバーも

決まりまして、党にもお話を申し上げてご了解をいただいております。 

 メンバーは、会長には本間先生になっていただきまして、あとは慶応大学の跡

田直澄先生、早稲田大学の伊藤滋先生、江川雅子さん、新日鉄の関哲夫さん、関

西大学の宗岡徹先生というメンバーでやらせていただきまして、９月の早い段階

でお答えをいただくというようにさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 他にご発言がなければ、総理、何か。 

（小泉議長） いいです。 

（与謝野議員）  では、長時間ありがとうございました。 

 

（以 上） 


