
平成 18 年第 13 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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）

○ 『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）

1


平成 18 年第 13 回経済財政諮問会議 



○ 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） （安倍議員提出資料）（参考資料）

○ 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）

（概要） 

○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」を御説明する。 

この資料の位置づけは、後の議題の中で本間議員が御説明する予定の「『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、双方の資料とも、

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、本年度の骨太方

針のベースにする観点である。 

１番目は、「成長力強化の位置づけ」である。全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る。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中で、猶

予期間である「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

である。 

２番目に、「財政健全化と成長力強化について」である。まず、財政健全化は

も重要な成長力強化の政策の一つである。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」であるが、「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いる。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となっている。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ったが、 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

ー環境などのグローバル・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、「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、
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諮問会議などで集中的に議論し、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、担当閣僚が説明責任を持っ

てもらう、というような問題提起である。 

（二階議員） 「経済成長戦略大綱」のとりまとめについては、現在、各省と大臣ベー

スで協議を進めている。関係各省と策定を急いでいるところであるが、できるだけ

早くとりまとめを完了したい。 

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つの梃子によって、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いる。これによって、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、今後同様な困難に直面するこ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る。 

「大綱案」の骨子としては、民間議員のご提案も踏まえ、提出資料のとおりであ

る。柱としては、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、改革断行による新たな需要の創出、生産性向上型の制度インフ

ラの構築の５点である。 

「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

ただいている。先週ＯＥＣＤの閣僚会議に出席するためパリへ行ってきたが、その

際、ＯＥＣＤの新しい事務総長グレア氏とこの問題について話し合った。「日本が

経済成長の道を辿ることは、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。」と言われていた。 

牛尾議員からご説明のあっ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」について、大変意を強くしているところで

ある。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。 

（与謝野議員） 続いて、エネルギー問題について、奥田議員から御説明をいただく。

（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。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、この課題

が顕在化している。これらを踏まえ、基本的な考え方として 10 項目を挙げている。 

   １  、２  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。 

   ３  、４  、５  、６  は、そのために省エネ、あるいは原子力発電をはじめ、様々な対

策を講じて、強靱なエネルギー需給構造を実現することや、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、こうした

取組を通じて資源・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。 

   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ある。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・エネルギーの確保に向けた外交の

強化が必要である。 

   ９  、10  は、これらの施策を進めていく上で明確な目標設定とＰＤＣＡサイクルの

徹底を図るべきである。併せて省庁間の縦割りを排した一体となった取組体制の構
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築、官民の連携が必要であると考えている。 

（二階議員） ３戦略の 後になるわけだが、「新・国家エネルギー戦略」を 終的に

とりまとめているのでご報告する。 

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った。しかし、昨今の原油高騰で明らかなように、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いる。

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いる。 

資料の１ページ目にあるように、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が必要であることは当然である。「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た。その実現には、我が国の優れた

技術力を活かし、官民の英知を結集して取り組んでいく必要がある。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る。「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、資源外交、エネルギー環境協力の強化、第３に、緊急の

対策である。 

   まず、世界 先端のエネルギー需給構造の確立について、具体策として、省エネ、

運輸エネルギーの次世代化、新エネ、原子力の４つの計画に整理した。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、ほぼ横ばいであった。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する。日本経済をさらに強靱にするため、省エネフロント

ランナー計画を推進する。 

２ページ目、運輸エネルギーの次世代化は、総理の言われる脱石油依存戦略、す

なわち石油依存度の引き下げの鍵を握っている。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いて議論している。また、沖縄における大規模なエタ

ノールの実証実験、電気自動車や燃料電池自動車の現場の話等を聞かせていただい

た。それぞれ夢のある大変活気のあるプロジェクトであり、これらの取組を進めて

いく。 

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いく。

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」の形成を促進してい

きたい。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る。今、世界は、原子力の平和利用の推進に大きく舵を切り

つつある。福井県、青森県、佐賀県などの立地地域に直接行って地域の方々と真摯

な意見交換をさせていただいた。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なくてはならないと

思っている。 

３ページ目、アクションプランの第２の柱は、資源外交とエネルギー環境協力の

総合的強化である。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る。そのための指針を

策定する。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。 
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資源確保の対象は、石油・天然ガスにとどまらない。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

る。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。 

後に、こうした資源確保のための取組のみならず、各国との協調の取組も重要

である。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招い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。総理にご提案いただき、薄煕来部長をはじめ

幹部を京都の迎賓館にお招きした。京都議定書で有名な京都で、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感銘を深くしていた。

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った。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いきたいと考えている。 

今後は、この戦略を実行する段階に入る。先ほど奥田議員からご説明いただいた

内容は私どもの考えとまさに軌を一にするものであり、大変力強く思っている。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る。 

（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、どっち

でもいいという車は、日本でもそれほど難しくないのか。 

（奥田議員） ブラジルでは 10 年ほど前にやっていた。その時は、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が、

近は、エタノールの質がよくなった。ブラジルはエタノール 100％で「Ｅ100」、

アメリカはエタノール 85％で「Ｅ85」と言っている。それで一応自動車は走れるが、

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）などからとるので、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。 

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

いた。それはちょっと極端ではないですかと言ったが、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う。このように

自動車の技術としては実用化に達しているわけだが、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う。 

（小泉首相） トヨタの車は、ブラジルでは、エタノールでやっているのか。 

（奥田議員） 少しずつ出している。 

（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） そうだ。 

（小泉議長） 日本もそういうふうにできれば。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だ。 

（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

大事だと思うが、石油業界も大体ほぼ了解をしてくれたような感じだ。 

（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

同じで暑いし、サトウキビもできるだろう。 
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（二階議員） その通り。 

（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。可能性はものすごくある。 

（小泉議長） 可能性は非常に高い。 

（二階議員）  この後私はＡＰＥＣの会議へ出発するので、東南アジア各国に一度聞い

てみる。 

（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） 共有できればいいと思う。 

（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が、東南アジア一円

では、食料油に使っており、食料油として使うと血管によくない面もあると聞いて

いる。 

（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る。パームオイルが科学的にうまく処理されて食料にうま

く使えるようになれば、どんどん出てくるだろう。石けんなどに使うのは、今でも

いいが。 

（小泉議長） ガソリンの代わりはいいだろう。 

（奥田議員） 自動車燃料に混合するなら問題ないだろう。 

（与謝野議員） それでは、二階議員の努力で経済成長戦略大綱のとりまとめに向けた

作業が進んでいるが、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。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う。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したい。 

○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） 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

い時期に来ている。これを「基本方針 2006」に反映するということになろうが、そ

の際にどのような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

ておく必要がある。 

第１は、先ほど牛尾議員の方からも話が出たが、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思うが、長期的に

みて財政健全化と成長力強化というのは循環をする、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。財政健全化に向けての取組みが一

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あり、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いても、この面が非常に大き

な要素になる。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ある。そして、これは福井議員

に前に御指摘いただいたが、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ことが政府の信認にもつながる。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、しっかりと対応していかなければ

ならない。 

その際、「堅実な前提」を置いていくということも重要。中長期的に効果がプラ

スとしてあるわけだが、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
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する場合もあるかもしれない。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。 

第２に、財政健全化目標について。「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期と仕分けをしたが、

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ことが必要であろう。

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

実現するということ。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をしていくことが重要で

あろう。 

第Ⅲ期までの問題をこれまで議論しているが、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あるので、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。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いる。

第３に、財政健全化の取組方針については、この第Ⅱ期、第Ⅲ期で継続的かつ一

貫した取組をしていくということ。とりわけ、継続性が重要であり、政府の一貫し

たスタンスを明確にしていく必要があろう。 

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。歳出削減を

徹底的に行いながら、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。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

る。 

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。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が求められると考えている。 

   増収措置をやむを得ず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

とだが、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。 

具体的に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

成するかである。これについては、経済の状況等も関連するが、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
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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ある。あるいは少子化対策の問題もある。

科学技術等の問題もある。そういう膨れやすい部分を精査し効率化すると同時に、

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。 

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

重要である。 

（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

れた。そこでも申し上げたが、財政と国債管理政策にも責任を持つ立場から考える

と、今後の歳出削減の検討の具体化に当たっては、配付資料でお示ししている３つ

の点が極めて大事だと思っている。 

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や国民の理解を得

ることにもつながると思うが、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。 

２番目に、それは相当大きな規模・内容の歳出削減になると思うが、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を実現することが不可欠ではない

かという点。 

３点目は、国・地方間でバランスのとれた財政健全化を実現するということだが、

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。 

今後、私としてもこうした考え方に沿って全力で取り組みたいと思っているが、

歳出・歳入一体改革のとりまとめに当たっては、こういう考え方を踏まえて検討す

る必要があるのではないか。その点よろしくお願い申し上げたい。 

そういう観点から言うと、民間議員のペーパーにある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、と書いてあるが、

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

する必要があると思っている。 

（竹中議員） 「歳出・歳入一体改革」の民間議員ペーパーの趣旨は、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趣旨

だと思うので、その趣旨を貫いた改革をしなければいけないと思っている。 

具体的に３点申し上げる。 

第１点は、谷垣大臣が言われた点と絡むが、例えば、２.の（２）の２つ目の「○」、

国と地方のバランスのところである。谷垣大臣もそれに関連することを言われたが、

バランスをとるというのは当然重要なことだと思う。ただ、何をもってバランスが

とれたとするのかは、実は現実問題としては立場によって違っている。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が、それは具体的な数字に基づいて、

納得できるような形でやらなければならない。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る。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すが、 後は、国と地方である

ので、内閣官房、内閣府にも大変御協力いただかなければならなくなると思う。そ
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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

お願いしたい。 

第２点は、これは確認だが、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」と書いてあるが、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

るが、これはそういう意味なのか。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いる。これが第２点。 

そして第３点は、これはぜひ御議論いただく必要があるが、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。幸いにして成長力が高まり、税が増え、

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る。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。これもＯＢＲＡで実際歳出管理を

やっていたが、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、と年頭教書で発表している。 

これは、やはり政治判断としてあり得る。日本の場合、財政が厳しいので減税に

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が、

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。これ

は極めて高度な政治判断である。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、政策の

問題としてよいのだろうか、と私は思う。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、できるだけ節約するとか、そういう書き方をすべきなので

はないか。 

（本間議員） 竹中議員のお話は、それぞれもっともな論点だと考えている。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いるので、ぜひ財務省を含めて検討いただければと思う。 

第２番目の問題は、総務大臣として地方六団体等をはじめいろいろ議論がある中

で御苦労いただいており、プロセスをきちんと踏むということで、近いうちに地方

団体に来てもらってお話を伺うことも事務方と調整している。次のステージの中で

地方の意見をどう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

う。 

後の点については、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ないが、我々はそこまで考えていない。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、その辺の考えもしっかり

と組み入れながらまとめていくのだと思う。 

（竹中議員） そこは表現をうまくしてほしい。先ほど言ったように、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る。 

（本間議員） 前倒しを基本、と書いてあるので、そういう意味ではニュアンスはそこ

で表現していると思っている。 

（竹中議員） そこはぜひうまく表現をしてもらわないと、このままだと結構面倒なよ

うな気がする。 

（与謝野議員）  まだ中間段階であり、本日は全体の枠組みについて議論し、いくつか
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確認された。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には、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、

竹中大臣から発言があったが、これはまだまだ議論をしなければならないところで

ある。 

それから、これは総理からの御指摘も以前あったことだが、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う。 

これらを踏まえ、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

きたいと思う。 

○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た「社会保障の在り方に関

する懇談会」の報告書がまとまった。 

設置経過だが、平成 16 年の年金改革法が成立したときに、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、とされた。このような経過から設置され、これまでに 18 回議論され、その間、

介護保険改革、医療制度改革の法案提出もあったが、同時並行的に議論され、それ

を踏まえてまとめたものである。 

まず、ここで公表された数字から説明する。３ページ目をご覧いただきたい。 

社会保障の給付と負担の見通しをまとめているが、給付の方をご覧いただきたい。

左側の 2006 年度、この白い箱グラフが改革前であり、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％である。これが年金制度、介護保

険、医療制度改革を行うと、2015 年度をご覧いただきたいが、改革前では総額 126 

兆円、ＮＩ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いる。 

右側の負担面から見ると、保険料については、国民所得に対する割合が実質的な

負担の水準と考えると、保険料が改革前で 14.6％、2015 年度だと、16.6％に上が

るものが 15.9％に下がる。２％ほど上がる予定のものが 1.3 ％ぐらいになった。

もう一つは公費、これは税負担だが、7.8 ％が 9.7 ％になるところが、8.9 ％にな

った。1.9 ％くらい伸びるものが 1.1 ％くらいになる。このような見通しが示され

ている。 

1 ページ目をご覧いただきたい。基本的な考え方だが、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。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、社会福

祉などを「公助」として位置づける。したがって、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。今後の在り方としては、

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。併せて、生活習

慣病等の予防、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

り、社会保障の需要そのものが縮小される政策努力が不可欠である、という指摘を

されている。 
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３つ目の「○」だが、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、と指摘されている。 

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いる。１つ目の「○」

にあるように、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ページ目の、企業や国民の意識の改革、そして財源論としては、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、税制においても少子化対策に焦

点を当てて総合的に検討、といった指摘がある。 

設置経緯からして一番のポイントの公的年金一元化についてだが、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、

といったことである。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、

今後検討すべき課題とされている。 

なお、ここに書いてないが、基礎年金を税方式とする、全額税で賄うべきとする

意見があったが、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

度になじまないと反対意見があり、本文には記述されず、別添に記述されたという

経緯がある。 

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すべき、ということ

が取りまとめられている。 

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

たが、御説明いただいた資料の給付と負担の将来見通しを見ると、高齢化の進展に

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。これらを背景に、「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しないよう、安

定的な税源を確保すべき、それが社会保障制度の持続可能性、財政全体の持続可能

性を確保する上で重要、という趣旨が述べられていると思う。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、社会保障の改革を、

この報告書も踏まえて継続・強化する必要があると思う。 

（与謝野議員） ここで、吉川議員より、社会保障番号について御説明をいただく。 

（吉川議員） 先ほど御説明のあった「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進めるべきという御意見が強かったということだ

が、私から「『社会保障番号』と『社会保障個人会計』の導入に向けて」を説明す

る。資料には、「社会保障番号等について（参考資料）」もあるので、２つ合わせて

ご覧いただきたい。 

参考資料１ページ目、社会保障番号については、既に導入されている他国の経験

があるので諸外国の経験について簡単に説明させていただく。代表的な国としてア

メリカがある。 

アメリカの場合、社会保障番号、Social Security Number と言うが、歴史が大変

古く 1936 年に導入され、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。 

これは行政機関のみならず、民間も含め大変広く活用されている。但しアメリカ

の場合、 近のことだが、規制がなかったため余りに広く番号が使われ、濫用され、

社会問題も発生している。日本の場合、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るが、当然その点について留意する必要がある。アメリカの
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経験からもそれが必要だ。 

そうした濫用による問題が発生してはいるものの、アメリカの場合には、制度も

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るが、

例えば、大学の学生証番号は、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と

思う。 

２ページ目では、アメリカ、スウェーデン、シンガポール、韓国と、幾つかの代

表的な国について例を挙げている。 

１ページ目に戻るが、納税者番号についても、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。 

「『社会保障番号』と『社会保障個人会計』の導入に向けて」という資料に戻る

が、社会保障番号を導入するメリットは一体何なのか。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であり、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。我々自身も持続的に長持ちするものにし

たい、そうすべきとずっと言ってきたし、また使い勝手がいい制度でなければなら

ない、ということを言ってきた。その点で社会保障番号を有効に利用することによ

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。 

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、それ

ぞれ番号を使っている。番号はそれぞれの制度ごとに独立してあるのだが、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。例として、

具体的に幾つか挙げてある。 

   次に、「社会保障個人会計」になると一歩進むわけだが、番号は前提になるが、

個人会計を設けるので、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。 

具体的に社会保障番号を導入する場合に何が必要になるか。社会保障番号の導入

に当たっては、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。

現在、基礎年金番号が既にあり、そうしたものも一つのステップになると思うが、

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、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。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。既に番号が幾つかあり、それをつないでいくような作業になると思

うが、要は、やろうということを決めていただき、その上で詳細は、問題点があれ

ば、押さえながら制度設計を詰めていかなければならない。ぜひ、政府として、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、というのが民間議員の考

えである。在り方懇の方でも、メンバーが同じような考えを述べられている。 

（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提

出されているが、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、という指摘がさ

れており、これは当然だと思っている。そのために、今後一層の給付の見直しや、

概要の資料の１ページにも書いてあったが、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。 
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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。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

っているので、今後更なる重点化、効率化策が打たれると理解している。 

今申し上げた課題については、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、このことは「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

だと思うが、このところをどのように理解し、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

いる。 

（辻内閣審議官） 報告書の本文の方に、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ある。介護保険については、さらに介護予防の

推進が必要といったようなことがあるが、特に医療保険で十分議論があり、いろん

な制度改革を今、政府が提出しているが、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 後のパラグラフに、「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

直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」という記述が

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、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あるが、「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

が示されている。 

あるいは、それに続く６のところであるが、「その他の社会保障分野」で、生活

保護についても、「自立・就労支援等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いる。 

（与謝野議員） 社会保障番号は、厚生労働省で検討・研究したことはあるのか。 

（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している。そのときの問題点として、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ないので、相当膨大な経費がかかる、というのは明

確にある。効果を考えると、給付の重複の調整は一番効率的であるが、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

ので、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というものが、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だと思う。

（竹中議員） 吉川議員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う。これは、役所の縄張り争いをする必要は全然ないわ

けで、住民基本台帳なんか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うが、少し省庁を超えて勉強するというのは

重要ではないか。 

（本間議員） 私は税調にも関係しているが、税調も従来のスタンスよりも少し前向き

な議論をしているので、今の議論も踏まえ、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、今後、十分な取組みをお願いしたい。 
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（牛尾議員） 膨大なシステムの接合性が膨大な費用を生むという説明であるが、ＩＴ 

化、ｅ－ガバメントというのをもっと根本的に考えていけば、それほど費用がかか

るというのはおかしいと思う。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。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あるのではないかと思うので、

今日の説明は疑問に感じている。 

（竹中議員） まさにｅ－ガバメント、電子政府の話である。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たてている。

その中で社会保障が具体的にどの程度入っているのかは、ちょっと今すぐはわから

ないが、先ほど言ったように、住民基本台帳のシステムというのは大変ユニークな

システムであり、こういうものを持っているのは世界で数か国しかない。アメリカ

には住民票はない。それで吉川議員がおっしゃったように Social Security Number 

で何でもやるわけであるが、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、価値のあることである。 

（牛尾議員） ＩＴ戦略本部などで議論できる。 

（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る。そこを踏まえて全政府でやるというのは、私は意味

のあることだと思う。 

（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のだろうか。納税者番号よりも簡単ではな

いか。財務省はどう考えているのか。納税者番号制度の有識者の会合があるが、社

会保障制度番号で議論したことはないのではないか。 

（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う。 

（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のだろうか。

社会保障制度番号の方が簡単なのではないか。 

（竹中議員） メリットを考えているのではないか。税の方は負担だから。 

（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るので、それぞればらばらにやっていると、全

体のメリットが出てこないが、それを総合化すると相当メリットが出てくる。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、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、慎重な発言があった。全体でパッケージ化をしたときには相当な利益もあるし、

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

などほかにも番号があり、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いるので、そういう次元を超えて議論をすべきである。

（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

うことが挙げられた。それはもちろん一つだと思うが、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。納税者番号の

メリットは金融所得を捕捉するところが一番大きいかもしれないが、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

制度を設計するかという点で、いろんなことが将来的にはできると思う。まさにＩ

Ｔ時代にふさわしい将来への投資という意味で、社会保障番号は合理的で十分に検
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討する価値のあるものだと思う。 

（与謝野議員）  社会保障番号については先ほど本間議員から御提案があり、また竹中

議員から住民基本台帳の番号の活用などを含め、次の機会にどういう場できちんと

検討するかということを私から提案をさせていただき、その上で皆さんに決めてい

ただきたいと思うがよろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（与謝野議員）  それでは、次回はどういう場で社会保障番号を検討するかという提案

をさせていただく。 

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

護もある。それを一つの番号でやるのか。 

（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。 

（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） はい。 

○「基本方針 2006」に向けて

（与謝野議員）  それでは、安倍議員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いる。安倍議員から説明していただく。 

（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、昨日中間

とりまとめを行った。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」という資料、この２つの資料に基づいて、ポイ

ントを報告する。 

   まず、「再チャレンジ推進会議『中間とりまとめ』について」という資料を御覧

いただきたい。 

表紙を開いて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いる。

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、と考えている。こうした社会を作ることにより、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るが、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いる。 

現状を見ると、再チャレンジは必ずしも容易でないという状況があるので、以下

に述べる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いる。 

支援策については、２つの切り口で整備している。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る。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る。 

主要な支援策の内容については、２ページ目を御覧いただきたい。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いる。 

まず、若者の再チャレンジとしては、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
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る機会を作ること、といった施策を盛り込んでいる。 

現役世代の支援策については、就業、事業、教育の３つの分類で整理をしている。

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いる。 

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作ること。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いる。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いる。 

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、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作ることなどを盛り込んでいる。 

ポイントは以上だが、もう１つの資料である「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」は、それぞれの個人に着目をしており、 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割に減少させるとしており、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、こういう可能性が広がっていく、というこ

とがそれぞれ書いてある。 

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るので、各議員の御協力をよろしくお願いする。

（与謝野議員） それでは、再チャレンジ支援策に関しては後ほど議論することとして、

６月末に向け、「基本方針 2006」を取りまとめなければならないわけだが、その考

え方について、吉川議員から御説明いただきたい。 

（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を見て

いただきたい。 

今年も基本方針を策定する時期が来た。今年度が６回目になるわけだが、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、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

と考えている。 

資料の１ページ目の上の方に書いてあるが、まず第１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つが今年度の「骨太の方針」の重要なテーマになると考えてい

る。 

以下、その３つについて簡単に説明するが、今日の会議の議題が大体オーバーラ

ップしているので、重複はできるだけ避けたいと思う。 

第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るが、この点につ

いては、既に先ほど二階議員から大綱についての説明があった。要は、これをしっ

かりと「骨太の方針」の中に書き込んでいくということだと思う。 

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いても、先ほど

既に本間議員から歳出・歳入一体改革についての民間議員の考えているところを御

説明いただいている。我々としては、先ほど本間議員が説明したことを、きちっと
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「骨太の方針」に書き込むことが必要だと考えている。 

第３のテーマは、安全・安心を強固にするということ。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。実はこの点についても、この資料の２枚目に書いて

あるが、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」という言葉があるけれども、やはり経済がしっかりしていることが重要。それ

だけですべて解決する問題ではないと思うが、そのことが一つの重要な要件だと考

えている。この点については、先ほど安倍議員から御説明があった。 

以上３点を今年の「骨太の方針」にきちっと書き込んでいく。繰り返すが、今年

の「骨太の方針」の基本テーマは、第１、成長力・競争力の強化。第２、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「骨太の方針」のテーマにするべ

きだ、ということである。 

（竹中議員） ちょっとこれはお考えいただければいい問題だと思うが、今まで「骨太

の方針」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

ネーミーングを含めて、やはりメッセージとしては、何かそういうのを出す方がい

いのかな、という感じがある。 

（吉川議員） 財政再建との関係では、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期という名前がついている。た

だ、Ⅱ期、Ⅲ期というのはあまりチャーミングではないかもしれないが。 

（竹中議員） だから、そこをうまく考えてもらい、実は党の財革研は、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う。そういう名前をつけるかどうか

ということも含めて、少し民間議員で御検討いただければと思う。 

（与謝野議員） 了解した。 

（小泉議長） 再チャレンジの仕組みは随分きめ細かい。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、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ＰＲをすることだ。 

（安倍議員） そのとおり。どうすればいいかわからないという人が多いと思うので、

メッセージをどうやって送っていくか。 

（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のだから。 近は、

大企業に勤めても転職する人が多いだろう。 

（奥田議員） 多い。 

（小泉議長） あんなに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） 結局これは人間の変化なのであろうが、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う。だから、トヨタなど

の場合も、昔のやり方だけではもう難しくなってきている。やはり個性化というこ

とがあるし、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から、

なかなかその辺りの調整は難しいと思う。 

（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だ。 
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（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。 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。一生か

かってもわからないのが、１年でわかるはずがない。 

（安倍議員） 採用年齢をある程度柔軟化することが、極めて柔軟な対応策である。 

（小泉議長） これだけたくさんの選択肢がありますよと、職を探している人にわかり

やすく示すのがいい。 

（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開

催されると思うので、これについてもできるだけ「基本方針 2006」の中で反映させ

ていただきたい。 

また、「基本方針 2006」の策定に向けて、有識者議員から御提案のあった３つの

課題、成長力・競争力強化、財政健全化、安全・安心、こういう柱であるが、竹中

議員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ったので、検討したい。 

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、スケジ

ュール感としては６月末に向けて作業をするが、これは党で行われている歳出削減

のスケジュールとも合わせなければならないので、党ともよく相談をしながら、

終的な日程を決めたいと思う。いずれにしても、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いるので、その点についてはぜひ御理解いただきた

い。 

後に、日経平均株価が相当下がっており、心配される方が多いわけだが、国内

のどの指標を見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いる。そこで今日

は、高橋政策統括官から、アメリカの失業率やインフレ率、金利の動向などについ

て、簡単に御説明いただきたい。 

（高橋内閣府政策統括官） 大臣から御説明があったが、本日は日本の株価がかなり下

げたけれども、基本的には、アメリカが株を前日に下げたことが原因であり、一連

の震源地はアメリカだと思う。アメリカは徐々に成長率がスローダウンしていくだ

ろうと言われているので、その意味で、そろそろ金利の打ち止め感が出始めている。

ところが一方で、原油価格上昇や、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も言われている。したがって、その面からは金

利の更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。 

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、アメリカのマーケットが極めて不安定な状況になっている。 

そういう中で、アメリカは株も下げ、国債の金利が上がり、ドルも軟調と、トリ

プル安のようになっており、それが新興市場あるいは日本にも波及する、という状

況である。 

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。

（福井議員） 今御説明があったとおりだが、世界全体の動きとして、金融面では、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が、揃って金融緩和

の度合いを慎重に調整する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るが、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。 
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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るが、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。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に揃っている。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、幾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ある。 

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、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％台の成長である。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

見る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。 

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、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更に上がることをね

らっているものであるが、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、債券市場・株式市場・為替市場のごく 近の動きも、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う。市場が動くときには、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る。私は、基本的には新しい均衡点を求めた動きと思

っているが、マーケットが暴発するリスクというのは常に存在するので、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だが、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ある。 

（与謝野議員） 一つ御報告であるが、宿題になっていた経済財政諮問会議の下に資産

債務等専門調査会を置くということであるが、メンバーも決まり、党の方にもお話

を申し上げて御了解を頂いている。 

会長には本間議員になっていただき、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、江川雅子氏、新日鉄の関哲夫氏、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、９月の早い段階でお答えを頂くというようにいたした

い。 

                               （  以 上）  
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