
平成 18 年第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年６月７日(水) 17:33～19:04 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    安倍 晋三 内閣官房長官 

同 与謝野 馨 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵 総務大臣 

同     谷垣 禎一 財務大臣 

同     二階 俊博 経済産業大臣 

同     福井 俊彦 日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 小坂 憲次 文部科学大臣 

同     中馬 弘毅 内閣府特命担当大臣（規制改革） 


宮内 義彦 規制改革・民間開放推進会議議長 

麻生 渡 全国知事会会長 

島田 明 全国都道府県議会議長会会長 

山出 保 全国市長会会長 

国松 誠 全国市議会議長会会長 

山本 文男 全国町村会会長 

川股 博 全国町村議会議長会会長 

（議事次第） 

１． 開 会 

２． 議 事 

（１）規制改革について 

（２）歳出・歳入一体改革について 

1) 地方六団体ヒアリング 

2) とりまとめに向けて 


（３）「基本方針 2006」に向けて 

３． 閉 会 

（説明資料） 

○規制改革のさらなる具体化・推進に向けて（有識者議員提出資料） 

○規制改革（教育関係）について（小坂臨時議員提出資料） 

○緊急対応すべき規制改革の重要課題（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）

○通信・放送の在り方について（竹中議員提出資料） 
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○真の地方分権改革の推進について（地方六団体提出資料） 

○歳出・歳入一体改革の主要論点（有識者議員提出資料） 

○国と地方の財政バランスについて（有識者議員提出資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（目次案） 

（配付資料） 

○規制改革（教育関係）について（参考資料）（小坂臨時議員提出資料） 

○緊急対応すべき規制改革の重要課題（参考資料） 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）

○通信・放送の在り方について（参考資料）（竹中議員提出資料） 

○地方分権の推進に関する意見書（地方六団体提出資料） 

○公営企業金融公庫廃止後の仕組みについて（地方六団体提出資料） 

○国と地方の財政バランス（国際比較）（有識者議員提出資料） 

○国と地方の財政バランスについて（参考資料）（竹中議員提出資料） 

（概要） 

○規制改革について

（吉川議員） 「規制改革のさらなる具体化・推進に向けて」という資料を説明する。

我々民間議員は、規制改革が大変大切な経済政策だと考えており、いわば初心に

戻って、規制改革、それから特区の利用をさらに推進していく必要があると考えて

いる。 

具体的かつ重要なことは、規制改革・民間開放推進会議の後継組織の設置につい

て、来年の３月までこの会議が存続するが、それ以降の後継組織について、具体的

な検討をできるだけ早く開始することが必要なのではないか、ということである。

それから、特区も利用しながらの規制改革の具体的な取組として、我々の資料に

は３つ例を挙げてある。１つが、教育関係、それから２つ目が外国人の受け入れ関

連、３つ目が農業の問題である。教育関係については、生徒が学校を自由に選べる。

その上で生徒数に応じた予算配分方式というものを考える必要があるのではない

か。それが学校を活性化する一つの方法になるのでないか、ということを言ってい

る。 

   それから学校教育制度の中で大変重要な組織として位置づけられている教育委

員会が、現状では様々な問題を抱えているのではないかという認識を持っている。

教育委員会が行政組織から独立した組織である根拠は、教育が政治からある程度独

立している必要があるからだと我々は理解している。そうであれば、教育委員会の

委員に行政のＯＢ等が定番のポストのようにして任命されているという現状をど

のように考えるのか。そのことを別にしても、教育委員会がどれだけ本来期待され

ている役割を果たしているのか。この点については大きな問題があると我々は思っ

ているので、やはり正すべきところは正す必要がある、ということを言っている。

それから外国人の受け入れについては、この会議でも随分議論してきたが、高度

人材の受け入れ拡大に向けた在留要件の緩和、あるいは現在は専門的、技術的分野

と評価されていないような分野においても、もう少し受け入れの範囲を見直しても

いいのではないか、ということを言っている。 

農業関連では、株式会社等企業的農業経営の新規参入・拡大促進を図るために、

農地制度の見直し、あるいは農協という組織の抜本改革についても、今年末を目途

にさらに検討を進める必要があると我々は考えている。 
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（宮内規制改革・民間開放推進会議議長） まず、吉川議員から説明のあった後継組織

の問題について、有識者議員提出資料にあるように、来年３月に規制改革・民間開

放推進会議が終了するので、規制改革の必要性ということを考えて、次の組織につ

いて、ぜひ前向きに検討願いたいと思っている。 

規制改革の重要課題に関しては、教育については学校の選択ができ、そして競争

環境を少しでも作っていく。教育委員会制度の在り方については、資料の１ページ

に書いてあるように、多方面から多数の提言・意見・要望がなされている。この必

ず置かないといけない必置義務という点について、再検討をお願いしたい。 

それから３ページに移って、デジタル化・ブロードバンド化に即応した放送・通

信の在り方についても、竹中議員の下でいろいろな検討・答申が出ている。私ども

の考え方は、基本的に同じ流れであり、今年の 12 月には、全世帯の 80％で地上デ

ジタル放送を見られるようになる。しかもインターネットであたかもテレビのよう

に番組を見ている国民の数がどんどん増えているということを考えると、今のうち

にソフト、コンテンツ、そういうものの体系を、今議論を進めているような形の中

で新しい制度というものを構築して組み込んでいく。そのことにより、放送・通信

を産業と見た場合、非常に大きく伸びる可能性がある。日本のインターネット環境

は、世界最先端のものになりつつある。それを十分利用できる環境、制度というも

のを作ってもらいたい。 

それから配付資料には、吉川議員が説明したような外国人、あるいはその他のル

ールの見直しということが緊急の課題だということを述べている。 

（竹中議員） 宮内議長から緊急対応すべき問題として、通信・放送の問題を挙げても

らい、大変感謝申し上げる。宮内議長が説明したように、今、大変大きな技術変化

が起こっている。大変重要な時期で、今これをやっておかなければ、後々非常に後

悔することになる。そういう位置づけが私は必要だと考えている。それと、ずっと

日本は e-Japan 戦略、ＩＴ戦略をやってきて、まさに世界一のところまで来た。し

かしこれをさらに一段高めるためには、この通信・放送の問題をクリアしておかな

いと次の段階に行けないと考えている。 

お手元の資料は、松原東洋大学教授が座長をしており、村井慶應大学教授や、古

川前マイクロソフト会長等が構成員となっている「通信・放送の在り方に関する懇

談会」で、昨日とりまとめてもらったもの。問題意識は、2011 年に世界最先端の通

信・放送インフラが完成する。つまり５年後が完全デジタル元年である。それまで

に通信・放送の制度を全面的に見直し、世界最先端のインフラとサービスが両立す

るようにしなければいけないということである。 

２ページ目には、そのために 2010 年までにやらなければいけないものとして、

著作権の問題があるが、これについては、小坂臨時議員のところでも前向きに対応

していると承知している。 

それと通信・放送の非常に複雑な、９本ある法律をしっかりと統合していくとい

うこと。通信に関しては、光ファイバが敷設される中で、むしろ市場支配力が高ま

っているという問題があり、それに向けた競争政策を行う。そしてＮＴＴを含む通

信体制全体を見直すことが必要だということを述べている。 

３枚目、放送については、実は新しい技術の中でデジタル化をすると、電波が圧

縮されるので、いわゆる未利用部分、空きが出てくる。その空きの部分をどのよう

に放送や通信に活用するかということが非常に大きな成長戦略になってくる。その

ための仕組みを今から作っておかなければいけない。そういうことを述べている。

４番目のＮＨＫ、これはいろいろ議論されているが、やはり経営委員会をしっか
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りと強化するということと、チャンネル数を減らすところは減らして経営資源を集

中してもらい、その分、国際放送とかアーカイブのブロードバンドの活用をする。

そして受信料を大幅に引き下げた上で受信料の支払いの義務化等を考えるべきで

ある。そのような内容になっている。 

   今、与党でも議論してもらっているので、これから与党と議論し、政府・与党合

意のようなものとし、そして二階議員の「経済成長戦略大綱」にも反映させてもら

いたいと考えている。 

（中馬臨時議員） 吉川議員、宮内議長からお話があった教育委員会の必置規制の撤廃

の問題について説明する。これは、４月の規制改革・民間開放推進会議で議論いた

だき、そのとき私の方から、文部科学省側はこの件に関して非常に慎重論が強く合

意に至っていない、ということを申し上げた。それに対し、総理から、特区でやれ

ばいいじゃないか、躊躇しないで頑張れ、との指示があった。そこで本日は、この

問題を中心にして説明したい。 

現在まで、地方自治法で、国は全ての地方自治体に教育委員会の設置を義務づけ、

教育委員会に地方教育行政の執行権限を与えている。このため、公立学校の設置者

であり、また本来、地方行政について住民に対して直接責任を負うべき市町村長に

は、教育行政の執行権限がなく、地域の住民によりよい教育を提供していくという

責任を全うし難い状況にあるのが現実である。 

住民に対して選挙で公約し、当選してそれをやろうと思っても、例えば、子ども

たちに地域を挙げた行事に参加させる、あるいは特色あるカリキュラムを学校でや

ってほしいといっても、それは教育委員会が認めないケースが多い。また、いろい

ろ問題が起こっても、ほとんど教育委員会は、まず文部科学省の意向を聞く。ある

いは教職員組合の意向を忖度してしまい、住民の声を聞くケースが非常に少ないと

いうような認識を持たれている。 

そういうことから、教育委員会は形骸化している。あるいは国の方針に地方を従

わせるための上意下達の機関、ないし教職員集団の声を代弁する機関となっていて、

生徒・保護者の意向を反映する組織となっていない。こういった声が地方公共団体、

あるいは父兄からも多く寄せられている。 

こうした中で、昨年の 12 月に総理の諮問機関である地方制度調査会で、教育委

員会を置くか置かないかは地方自治体が選択できるようにすべき、といった答申が

正式に出されている。 

一方、中央教育審議会の中でも、一応必置義務は継続すべしという結論に至った

ものの地方六団体代表のうち３人の代表委員はこれに反対であり、地方自治体から

も選択性にすべき、という強い意見が出されている。 

以上のようなことを踏まえ、私どもは教育委員会を置くか置かないかを地方自治

体の選択に委ねて、地方自治体の首長に明確な責任と権限を与えること、まずこれ

を特区において認めることを主張しているわけである。 

もとより私どもは、この教育行政全てを地方に丸投げしようと言っているわけで

はない。ナショナルミニマムとしてこれを確保する国の責任は当然であるので、例

えば学習内容、到達目標などについて、国がしっかりと定めることは当然である。

また、特区においても、教育委員会を置かないことを認めるに当たり、仮に問題が

ある場合には、国が規制監督できるような仕組みを入れてもらっても結構である。

いずれにしても、例えば特区申請が上がってきたとしても、最終的にはもちろん

総理が認定するのだが、一義的には、まずは文部科学省で是非の検討を行うわけで

あり、そうした歯止めもあるので、私は特区という制度で、これを非常に意欲のあ
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る市長に責任を持ってもらい、市民の教育を委ねることの方が地方分権の趣旨にも

適っていると考えている。これからの多様な地方の時代という中にあっても、その

ことの方が私は時代に適っているのではないかと主張している次第である。 

（小坂臨時議員） 教育委員会は、学校教育、社会教育、文化、スポーツ等を幅広く担

当している。このうち、地方分権の観点から、首長との役割分担を地方の裁量に委

ねることとして適した事務としては、文化、スポーツ行政がある。このことは、昨

年の中央教育審議会の答申でも提言されており、文部科学省としても制度改革に取

り組む所存で、現在進行中である。 

一方、教育の中立性、継続性、安定性の観点から今後とも教育委員会に担当させ

る必要があるものとして、学校教育や社会教育がある。教育の政治的中立性の観点

から、教育委員会は首長、議会、住民の間のチェック・アンド・バランスにより、

特定の政治勢力からの影響を受けにくい組織になっており、過去にも県政や市政が

混乱した中でも、教育委員会がその中立的立場から機能を発揮し、調整を行ってき

たところである。 

教育行政の今日的課題に対応しつつ、教育の機会均等や水準の維持向上を実現す

るために、教育委員会の改革に取り組んでいくことが必要と考えている。その際、

今後考えられる一つの方向として、教育委員会と首長の権限分担を大胆に弾力化す

ること。また一定の規模の自治体への教職人事権の移譲など、教育における現場主

義の徹底を図るための必要な制度改革を進めていきたいと考えている。 

しかしながら、特区制度の活用という点から考えると、特区の一定の枠を課した

場合に、その枠の一定条件に合致するものについては、政治的な立場の違いにかか

わらず、自動的にこれを認めなければ公平性を期すことはできない。したがって、

政治的な中立性という観点から、その申請母体の政治的な立場というものを考える

と、直ちに特区として実施ができるかどうかについては、さらに慎重な検討が必要

と考えているところである。 

なお、バウチャー制度については、承知のとおり、「基本方針 2005」などにおい

て「様々な観点から検討し、重点強化期間内（平成 18 年度中）に結論を得る」こ

ととされており、文部科学省としては、昨年 10 月に外部有識者も含めた教育バウ

チャーに関する研究会を設置し、海外事例の実態把握等、鋭意研究・検討を進めて

いるところであり、引き続き、十分な研究・検討を行った上で、今年度中に結論を

得たいと考えている。 

いずれにしても、中馬臨時議員と協議をしていきたいと考えている。 

（与謝野議員） 教育委員会、通信・放送の問題は、与党を含め関係者ともう少し深く

打ち合わせしていただければと思う。規制改革・民間開放推進会議の後継組織等に

ついても、課題として残っていることを御認識いただきたいと思う。 

（小坂臨時議員、中馬臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長退室） 

（地方六団体代表入室） 

○歳出・歳入一体改革について－地方六団体ヒアリング－

（麻生全国知事会会長） 資料「真の地方分権改革の推進について」が、特に申し上げ

たいことの中心なので、この資料に基づきながら、いろいろな点についてお願い申

し上げたいと思う。 

小泉総理がこれまでずっと進めてきた国から地方への分権、この改革をぜひ今後

とも続けていただきたい。昨年の暮れには、三位一体改革ができて、３兆円という

歴史的に非常に大きな税源移譲もできた。このような成果を大変感謝している。そ
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して、その時にも確認されたが、今後とも分権には終わりはないということで、分

権改革、国から地方への改革を次のステージに進めていきたいというのが、私ども

の強い希望である。このようなことから、今後の分権社会はどうあるべきか研究し

てきた。それを７つの提言にまとめ、今日竹中議員を通じて小泉議長あて、また両

院議長に意見書を提出した。 

主要なポイントの１番目は、次の分権を進めるために、新しい分権推進法をお願

いしたいということ。 

２番目は、「国と地方の協議の場」を法定化し、例えば、「地方行財政会議」とい

うようなことにできないか、ということ。 

３番目は税源移譲。３兆円は実現できたが、実際の私どもの仕事、支出と税収に

は非常に大きな乖離があるので、せめて５対５にしたい、ということ。 

４番目、地方交付税だが、交付税という言葉が実態をあらわしていないので、本

来これは地方の固有財源ということで、「地方共有税」と改めていただきたい。 

５番目、税源移譲と裏表になるが、国庫補助負担金を半分に減らす目標で改革を

進めていただきたい。 

特に大切なのは、前の三位一体の改革のときも痛感したが、分権改革は、非常に

入り組んだ関係にあるので、一連のシステムとして包括的に整合的にやらなければ、

本当の意味で改革が進まないし、効果を上げないということ。このため先ほど申し

上げたような新しい法律もつくり、全体として整合的、包括的なやり方で進めてい

くことを特にお願いしたい。 

２ページ目、非常に大きな課題である歳出・歳入一体改革について。地方はもっ

と歳出を削減したらどうか、その結果として交付税を減らせないかという話がある

が、私どもの歳出の中身は大体 70％が、典型的には社会保障制度の関係だが、いろ

いろな制度、法律、基準によって決められている。出さざるを得ないお金である。

逆に言えば、私どもの自由になるのは、大体 30％ぐらいである。したがって、一層

の歳出削減を進める場合、国の関与をもっと整理していく、国と地方の二重行政を

整理する、補助金の削減をもっと進める、ということを行わなければ、本格的な国

と地方が一体となった効果的な削減はできないというのが実態である。 

このような中、私どもはこれまでいろいろな形で歳出削減努力をした。特に市町

村合併。3,200 あった市町村が今 1,800 になっている。これはなかなか大変なこと

で、多くの市長、議員を減らすような改革を行っており、人員も随分減らしてきて

いる。 

今後も自主的な行財政改革、不退転の決意で取り組んでいく。その場合に、自由

度が最も高い中で非常に重要な支出項目は人件費である。人件費は、ずっと減らさ

ざるを得ないということで定数を削減してきたが、今後とも人数を減らす、給与構

造改革ということをやっていく。 

ただ、国とのバランスが非常に大事であり、国がどの程度のものをやるかのバラ

ンスで、私どもはやっていく。そうしなければ、我々が一方的になっているような

不安を常に持つことになるので、特に御配慮をお願いしたいと思う。 

それから、一生懸命財政の支出削減を行うが、成果をぜひ我々の地方分として残

していただきたい。これがなければやりがいがなく、活力が生まれないということ

がある。国全体の財政再建は非常に大事なことであり、我々も努力をしなければな

らないが、私どもの努力の成果を地方に残して使わせていただきたい、ということ

を特にお願い申し上げたいと思う。 

もう一つ非常に重要なことは、政府系金融機関の改革の中で公営企業金融公庫を
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廃止する方針が出されたが、私どもの生活資本、下水、上水などの 30 年かかる長

期投資の資金調達はこの公庫を通じて行ってきた。資金調達について、国の関与を

減らしていこう、また国の機関ということはやめよう、となったことは、それはそ

れで大きな分権という流れだと思う。 

その場合、新しく私どもで地方の共同法人をつくり、その共同法人で私どもの資

金調達をいろいろな形で協力し、補完し合いながら自律的に行っていきたい、と考

えている。そのためには、いろいろな信用の基礎が必要不可欠である。これまで公

庫でいろいろな形で引当金を貯めてきた。これは地方が一生懸命貯めてきたお金で

あるが、ぜひ使わせていただきたい、ということである。 

ぜひ今申し上げた点についても、「基本方針」に取り入れていただくよう特にお

願いする。また昨年行った「国と地方の協議の場」は非常に貴重な場なので、早期

に再開し、私どもの意見を聞いていただくよう特にお願いしたい。 

（谷垣議員） 麻生会長から地方として研究した成果を御披瀝いただいたわけだが、地

方財政計画は国の一般会計よりも大きな規模であるから、これをどうしていくかと

いうのは非常に大きな課題だと思っている。それで今までも随分議論させていただ

いた。今日の議論の中にも交付税削減に対しては遺憾というような御趣旨が含まれ

ていたと思う。歳出・歳入一体改革という観点から見ると、交付税額の確保には、

それだけ多くの租税負担を国民にお願いしなければならないということもその中

に含まれる。今もお話があったが、地方には今まで随分と歳出削減努力をやってい

ただいた。国・地方双方で共に削減努力を続けていくことが私は必要だと思う。そ

のため、地方単独事業、あるいは公務員の人件費等々の問題についての御発言があ

ったが、これは地方が自ら規模を決めることができるということなので、我々も努

力するが、ぜひ引き続き削減努力を御継続いただきたいと思っている。 

その上で地方にとって必要な歳入は何なのかということは、よく考えていかなけ

ればならないと思う。現在の税収動向を見ると、国の場合、所得税、法人税が予想

以上に増収になると見込まれているわけだが、地方税についても、国の増収の半分

近くは多分、地方の増収につながるのではないか。それから、交付税法定率分も含

めると、国と地方の歳入増は、国と地方が同じ程度か、あるいは地方の方が上にな

るという状況ではないかと思っている。 

もちろん、これは地域による。我々はとかくマクロで議論をしてしまいがちなの

で、それぞれの地域の実情がわかっていないとしかられることがあるが、例えば、

山本全国町村会会長や川股全国町村議会議長会会長の地域については、私も今まで

お話を伺ったが、大変な地域が多いということも十分承知している。しかし、とい

うことは、逆に多額の増収となっている団体もあるということだと思う。したがっ

て、国民に増税をお願いして、交付税額を確保するより以前に、言ってみれば、兄

弟間でどういうふうにそこを補い合っていくかというような議論もしていただく

必要があるのではないか、と考えている。 

（山出全国市長会会長） 地方は歳出削減は嫌だということは言っていない。現に既に

削減はしているし、これからも続けていかなければいけない。ただし、国と地方が

足並みをそろえて努力していくことが基本だと思っている。そういう意味で、地方

もまた財政の健全化に努力して今後も取り組む、ということは申し上げておきたい。

公営企業金融公庫廃止後の扱いだが、基本的には分権改革の一環だと思っており、

国はかまってくれなくてもいいので、地方に任せてほしいと思う。地方は地方なり

の色々な仕事をしているので、仕事がしやすいように、法的な枠組みの整備につい

てはご配慮をお願いしたい、ということを申し上げている。 
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交付税について。交付税という言葉が具合が悪かったら、一般財源という言葉に

置きかえるが、総額は確保してほしいというのが認識である。税収増という谷垣議

員のお話があったが、地方も大きい債務を抱えているので、債務返済を優先するの

であれば、まず法定率引き下げという議論はいかがなものかという思いを持ってい

る。 

私の町のことを申し上げて恐縮だが、金沢市は、総理に格別な御高配をいただい

て、構造改革特区の認定を受け、小学校での英語教育の実施、良好な景観形成のた

め兼六園周辺における道路標識の縮小化等を行っている。 

今日のお昼の総理のお話でも、地方は地方として特色のある仕事をしろ、そうい

うことでお客を呼んでほしい、と言っていただいたが、私もその通りだと思う。今

申し上げたような仕事は、すべて地方単独の仕事だと思うが、ここへ来て、地方交

付税に関連して、地方単独を落とすんだということがよく言われる。「顔の見える

まちづくり」とか、本当に特色ある仕事をしてお客を呼ぶことこそ地方単独であっ

て、私はそういう意味で、地方単独を簡単に落とすという議論については慎重であ

ってほしいという思いを持っている。 

国の財政再建のために地方の財源カットをするのは方向が違うと思う。国の仕事

をまずは地方に移して、国の関与を少なくする。そしてそれによって、国の組織や

人員を簡素化する。これが正しい方向ではないかと思っている。 

「国から地方へ」という分権改革は、やはり我々地方にしても、いささかの夢を

感じるわけであり、夢を感じるような方向に持っていくのが政治ではないだろうか

と思うので、よろしくお願いしたい。 

（山本全国町村会会長） 交付税の議論で一番揺れ動いているのが町村である。なぜな

らば、町村は振幅度が小さいため、少しでも変更されたり、削減されたりすると動

けなくなる。これはやむを得ないと思うが、その心配が増幅しているので、心配の

ないような対策がとられることをまず最初にお願いしたい。 

町村は、行政の末端を担当しており、歳出については、大幅にこうする、ああす

るということはできない。小さいから小さいながらでも、歳出については十分考え

て慎重に行っているつもりであり、その点は御理解をいただきたい。 

例えば、高齢者対策を行うと、高齢者に特別なことをやらなくもいいではないか

という声を時々聞くが、高齢者を大事にすることこそ、私は村を守り、町を守るこ

とだと思う。 

もう１つは少子化対策。少子化は深刻であり、町村ほど深刻なところはない。だ

から、出産の祝い金等々についても出さざるを得ない。出して少子化が少しでも減

少するように努力している。こういうことが町村の末端行政としてのやり方ではな

いかと思っており、それらについて、極力節約はするが、自主事務はそういう考え

でやっている。全体の法定事務は私が申し上げる必要はないが、町村として避けて

通れない、やらざるを得ないところであり、最善を尽くして運営をしているつもり

である。そういう点に御理解をいただき、振幅度の非常に小さい町村については、

十分な御配慮をいただけるようお願いしたい。 

いずれにせよ、一番末端の行政を町村が担当しており、それが十分できることに

よって、町村の繁栄こそが日本全体の繁栄のもとになる原点であると思っているの

で、ぜひ御理解をいただき、格別な御配慮をお願い申し上げる。 

（麻生全国知事会会長） 先ほど財務大臣が言われた点について。我々の７割は非常に

拘束されており、自由度の高い部分は３割。その中心部分で大きな項目は人件費と

地方単独事業である。人件費については先ほど申し上げた。地方単独事業は先ほど
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山出会長が言われたように、こここそ地方が独自性を発揮して地方のよさをつくり

上げていくという最も大事な点である。もう１つは、例えば道路も、国が国道をつ

くっても、それだけで道路が機能するのではない。その横に県道をつくり、市町村

道をつくってネットワークをつくらなければならないので、どんどん道路予算を

我々が落としてしまうと、全体として非常に効率が悪いことになってしまうという

のが実態である。 

それから交付税と税収増の問題だが、実は今非常に大きな債務残高、地方債をた

くさん持っている。これはこの 10 年間に増えたものだが、１つは、景気対策、需

要サイドから景気を建て直すということで、ものすごい勢いで毎年毎年国が補正予

算を組み、それに呼応して都道府県もやったため。その際のお金は、とりあえず地

方債で借金をしておけ、返済をする際には、ちゃんと国の方で面倒を見てやるとい

うことで、思い切ってやった。これが我々の非常に大きな債務残高の原因になって

いる。 

もう一つは、本来、交付税制度では標準事業があり、その基準財政需要に対応し

たお金をきちんと用意することになっていたが、交付税特会が足りないということ

があり、借金をすることになった。その借金の半分は地方側でしておけと、制度が

大きく変わった。その結果として、本来交付税で来るべきところを我々が借り入れ

するという形でやることになり、今の債務残高が非常に大きな額になっている。過

去そういうことで今のような状態になっているということを配慮していただきた

い。そうでないと、本当に信頼関係は壊れてしまう。 

（谷垣議員） 麻生会長から、７割が国の補助等で固定的になっているとの主張があっ

たが、結局、こういう議論が深まらないのは、地財計画の単独事業の中身がはっき

りしないということがあるのではないか。それぞれの自治体では、自信を持ってや

っているものがあると思うが、その実態がもうひとつよくわからないことがあり、

そのあたりを明らかにした議論があると少し進んでいく気がする。 

それからもう１つ、今債務をたくさん抱えている事情もよくわかる。これは国で

言えば赤字国債をたくさん持っているということで、返していくときの目標として、

我々はまずプライマリー・バランスをとろうとやっている。これは過去にいろいろ

経緯があったことも承知しているが、地方の場合は、マクロで言うとプライマリ

ー・バランスが黒になっている。債務を全部返そうという議論はなかなか国も地方

もできないと思う。今は、差し当たってプライマリー・バランスをとるのにどうも

っていくか、という議論をやっていると、こんな感じを持っている。 

（竹中議員） 地方のバランス、そして国のバランス、やはり納得のいく形でなければ

いけないということに尽きる。そこはぜひこれから地方の皆さんの意見もまた聞い

て、しっかりと議論していかなければいけない重要なポイントになると思う。国と

地方、どちらが大きな重荷を背負っているかに関しては、そんなに簡単に判断でき

るものではない。国は赤字で地方は黒字になってきたということだが、例えば、資

金調達の自由度等は国と地方は同じではないので、フェアな議論をしていかなけれ

ばいけないと思う。 

それから、今日は地方共有税の提案が出ている。これに対し谷垣議員は共同税的

な発言をされたと思うが、これは私の立場としては、そういう議論をしなければい

けないときはくると思う。ただ、それは、税の制度設計の非常に細かな話になるの

で、例えば税源移譲等でこの仕組みを変えるときに一体として議論しなければいけ

ない問題として出てくると思う。しかし、今はまさに国と地方が、どれだけプライ

マリー・バランスに貢献できるのか、その中でどういう仕組みをつくっていくのか
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という大きな議論を中心に向かっていくのが建設的だと思っている。 

（地方六団体代表退室） 


○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、「歳出・歳入一体改革の主要論点」について説明する。今日

は、国と地方の財政バランスについて問題提起し、今後のとりまとめに向けて議論

を詰めていく一つのプロセスにしたい。資料は、国と地方の財政の今後の推移につ

いて図表で整理したもの。 

前回の５月 31 日にも申し上げたが、成長戦略と歳出・歳入一体改革は車の両輪

である。単に車の両輪というだけでなく、双方が影響を及ぼし合いながら同時に決

定される問題である。我々は、小泉構造改革のこれまでを第Ⅰ期として、第Ⅱ期に

は 2010 年代初頭にプライマリー・バランスの黒字化を実現する、第Ⅲ期には 2010

年代半ばまでに債務残高ＧＤＰ比を安定的に引き下げていく、という財政健全化目

標を設定し、これに合意している。 

これを考えるとき、当然のことながら、経済前提をどう想定するかが非常に大き

なポイントになる。歳出・歳入の双方向に、とりわけ名目成長率が影響を及ぼすが、

その設定に当たっては、複数の経済前提で検証し、要対応額は大体この水準だとい

うことを設定する。それを受けて、自民党の中川政調会長を中心に検討していただ

いている 2011 年までの歳出削減の具体策の策定に、まずしっかりと聖域なく取り

組んでいく。社会保障、公共投資、総人件費、地方財政、その他歳出の５分野をバ

ランスを取りながら策定していこうと御努力いただいている。 

その際、全体の枠組みの中で、国と地方のバランスの問題が出てくる。プライマ

リー・バランスの他、債務残高ＧＤＰ比や、将来の債務残高と税収の関係、利払い

費などを勘案しなければならない。さらに金利上昇局面が近づく中、国債に対する

市場の信認をどのように維持していくか、ということもある。 

したがって、要対応額に対する歳出削減の具体策をベストな形でデザインし、結

果として「残る要対応額」という形で国民に負担を求めていくという順序が、しっ

かりと描かれていなければならない。これは、増収措置による対応をどう考えるか、

あるいはどのような種類で実現するか、さらには高齢少子化が加速する中、まず第

一段階として、基礎年金国庫負担割合の引上げの財源を確保していかなければなら

ない、こういうことが問題になる。それを確定した上で、総理から指示があったよ

うに、平成 19 年度予算に「発射台」として頭出しをしっかりとしていく。これを

実現していくことになると思う。 

こういう枠組みの中で第Ⅱ期の目標を確実に実行していかなければならないが、

これだけで問題が済んだことにはならない。第Ⅲ期あるいはそれ以降の問題も視野

に入れながらやっていくことが必要になる。 

改革のペースについては、Ⅰ期のペースをⅡ期につなげ、Ⅱ期のペースをⅢ期に

つなげ、維持・継続してしっかりとした歳出削減の基調をつくり上げる。そして、

トレンドとして、長期にわたって財政健全化にしっかりと取り組むんだという一貫

した態度、対応が求められると考えている。 

その際の基本的な経済前提は、経済成長の目標と幾分ずれても構わないと思って

いる。改革を確実に実行していくためには、プルーデンスな前提を想定する。しか

し、経済は生き物であるから、上振れと下振れが循環的に起こることは避けて通れ

ない。したがって、上振れの時は債務縮減を基本とし、下振れの時は柔軟な、機動

的な対応が求められることを、しっかりと頭に入れなければならない。 
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それを受けて第Ⅲ期以降、債務残高ＧＤＰ比の引き下げも、竹中議員からお話が

あったようにしっかりとした足どりで行う。枠組的にも工夫しなければならないと

思っているが、論理的には、これも複数の経済前提を想定する中で国・地方合わせ

たものと同時に、国についても債務残高ＧＤＰ比の反転を目指すことを、しっかり

と想定することが必要になろう。 

その際、他の歳出項目ももちろん重要であるが、社会保障及び国と地方のバラン

ス問題が二大項目である。これを踏まえ、負担との関係の中で、歳出・歳入一体改

革の選択肢をきちんと提示し、将来の国民負担率や債務残高の水準についても国民

に提示して、最終的には判断を仰ぐことが求められている。 

   次に、「国と地方の財政バランスについて」、まず、資料の２ページ目の図から御

説明する。 

まず、これから自然体で進んでいったとき、2011 年までにプライマリー・バラン

スがどのように推移するかということを描いたのが一番左側の図。2006 年は御承知

のとおり、地方がＧＤＰ比 0.4 ％の黒字、国がマイナス 3.2 ％で合わせてマイナ

ス2.8 ％になっている。これが自然体でそのまま継続すると、地方がプラス1.4 ％、

国が逆にマイナス 1.4 ％と明暗を分けている。これまではプライマリー・バランス

という概念で議論してきたわけだが、予算は利子の支払いも含めてイメージするの

が通常であるので、それを描いたのが真ん中の図。利払いも含めると、地方は 2006

年でマイナス 0.3 ％、国がマイナス 4.4 ％。地方は 2011 年にプラス 0.6 ％で黒字

化し、国は依然として赤字を抱えた状況になる、というシミュレーション結果が出

ている。 

さらに、ストックベースだと右側の図のとおり、公債等の残高は国と地方の合計

が今後少し反転するような形になるが、国は依然として上昇基調、地方は割と減少

が大きい形で推移する。 

プライマリー・バランスの推計をⅢ期の 2010 年代半ばぐらいにまで延長したら

どうなるかというのが３ページの図。 

左側は特段の措置をとることなしに推移させた場合で、先ほど国がマイナス

1.4 ％だったのが、2015 年に均衡を達成し、地方は２％の黒字になる。これを前提

にしながら、今後の歳出・歳入一体改革の中で、どのように国と地方のバランスを

とっていくかが一つの大きなポイントになってくる。 

真ん中の図は特段の措置なしの状況から、フローベースで国・地方のバランスを

考えている。金利と成長率で二通りのケースを考えているが、この図は金利が成長

率よりも高い状況。そこでフローベースの改善について国・地方のバランスをとっ

ていこうとすると、両者が１％のところに収束するという図である。さらに、債務

残高が国も地方も反転・低下することを制約条件にすると、右側の図のように、地

方は現在のプラス 0.4 ％の水準を横に移動するような形になり、国は急速に黒字化

して 2015 年にはプラス 1.5 ％になる。こういう状況で、歳出・歳入一体改革の中

で両者が努力をしながらバランスをとっていくことが求められている。 

以上を整理したのが、資料の１ページ目である。１.は国と地方のバランスのと

れた財政健全化をⅡ期、Ⅲ期を通じて継続していくこと。それから金利上昇の際の

「残高発散リスク」を早期に払拭する。この観点からプライマリー・バランスのほ

か、債務残高、利払い費などもあわせて検討する必要性がある。特に、国単独の財

政収支、国債市場の状況はより深刻である。国債市場の信認確保のためには、国も

できるだけ早期にプライマリー・バランスを黒字化させ、債務残高ＧＤＰ比を反転

させていく努力が求められる。地方全体としては、既にプライマリー・バランスは
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黒字になり、今後もその改善が見込まれている。地方税については、その構成とあ

わせて、交付税、補助金との関係についても一体的に議論を詰めていくことが求め

られる。 

地方財政制度改革の推進については、竹中議員がリードして地方分権 21 世紀ビ

ジョン懇談会がとりまとめているが、ここでは２.で①と②の２点を挙げている。 

まず、①バランスに配慮した改革。地方交付税の額について、特に基準財政需要

の水準については財源保障を見直していく必要がある。数値目標を定めて、不交付

団体数の増加を目指すという総理の指示を確実に実現していかなければならない。

補助金については、抜本的な廃止・縮減を進めるというスタンスを強化していくこ

とが求められる。地方財政の予見可能性の向上のために「中期地方財政ビジョン」

を策定しながら、工程表の管理をしていただきたい。 

②地方の自立のための改革はどちらかというと質的な問題。交付税に関して言え

ば、麻生会長の御指摘のとおり、地方の歳出への国の基準づけがかなり多くの割合

を占めている。知事は７割とおっしゃったが、総務省の９割という試算もある。し

たがって、地方に対する国の基準づけをできるだけ小さくしていくことが自由度を

増すということであり、分権を推進するということで必要になってくる。ビジョン

懇でも打ち出されているが、人口と面積を基本にした簡素な算定方式による新型の

交付税を導入し、地方自治体が予見可能性を高めていくことが必要になってくる。

さらには、総理に繰り返し御指導いただいているが、地方公共団体の課税自主権を

税制改革の見直しの中で実現していくことと、地方税収の偏在を是正する具体的な

措置を講じていくことも重要なポイントである。最後に、地方債の問題については、

今後自由度を拡大すると同時に、財政のガバナンスをきちんと強化していくために、

「再生型破綻法制」について検討を進めていくことが求められる。 

   三位一体改革の議論のころからこれまで国と地方の財政バランスについて議論

してきたわけだが、ぜひまとめるに当たって、総務・財務両大臣の考え方を示して

いただき、それをベースにしながら、しっかりとした枠組みの中に位置づけるとい

うことが、諮問会議の役割として求められていると考える。 

（谷垣議員） 歳出・歳入一体改革の主要論点ということで資料を出していただいてい

るが、歳出削減については、まずは徹底した削減の具体策をとりまとめて、国民負

担をできるだけ軽減していくのが基本だと思う。 

４月７日の諮問会議で歳出削減の具体的方策、それから平成 19 年度予算の大枠

について検討するようにと御要請をいただき、現在、財政制度等審議会で検討して

もらっている。 

2010 年代初頭のプライマリー・バランス黒字化に向けた歳出削減の具体的内容に

ついては、現在、与党で中川政調会長の下で精力的な議論が行われており、私とし

てもこれは全面的に協力しなければいけないと思い、事務方にも、そのように指示

している。 

今後、こういう歳出削減方策のとりまとめを踏まえ、財務大臣としては、小泉改

革を継続するということで、初年度となる平成 19 年度予算については、まず厳し

い概算要求基準を設定することが重要だと思っている。 

そこで、今後、財政制度等審議会の建議をいただいた後、諮問会議にもその内容

を報告させていただくが、関係閣僚に対しても、私から御協力を要請することも考

えていく必要があるかと思っている。 

それから、国と地方の財政状況については、いろんな観点から見なければならな

いと先ほど竹中議員がおっしゃったが、私は税収と債務の双方から見ていくのが一
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つ有力な考え方だと思っている。この観点から見ると、先ほど本間議員に御説明い

ただいたペーパーを拝見しても、国と地方の財政状況はアンバランスということだ

と思う。 

もちろん、国・地方とも歳出削減を進めなければならないが、先ほど地方六団体

の方にも申し上げたように、地方財政の状況がこれから中期的にさらに好転してい

くと見込まれる中で、国・地方のバランスのとれた財政健全化を進めていくという

観点からは、地方交付税についても、現行の法定率を聖域とすることなく、真に必

要な交付税を超える額は国民に還元していく、そして将来の国民負担の増加を抑制

していくことが大事だと思う。 

国・地方の財政バランスを考える際に、国・地方全体で改善すれば足りるという

ことではないと思う。財政状況が極めて厳しい国についても、４月の中間とりまと

めにあるように、2010 年代半ばの債務残高対ＧＤＰ比反転を目指す必要がある。そ

のためには、早く国のプライマリー・バランスもバランスをとっていくという必要

があり、2010 年代初頭に国のプランマリー・バランス均衡を図るということを明記

すべきではないかと思っている。 

国のことばかり考えているように思われるかもしれないが、これは将来にわたっ

て国民負担を極力軽減するということと同時に、地方債や社債を含めた債券市場全

体の信認の指標となる国債の信認を維持していくという観点でもあり、中期的に見

ても、地方財政をはじめ、日本企業を含む経済全体にとってメリットのあることで

はないかと考えている。 

（竹中議員） 有識者議員資料を昨夜いただき、少し心配していたが、今日の資料は直

すべきところを直してもらっている。 

要対応額の下のところに「複数の経済前提で検証」とある。これは昨日の資料で

はⅢ期のところには書いてあるのにⅡ期のところに見当たらなかったが、このよう

にきちんと書いていただいた。これは中川政調会長のところでも、このような形で

今やっておられるので、やはり重要であると思う。 

１点、ぜひ考えていただかなくてはいけないのは、一番左の四角の４つ目の「・」

の「景気上振れの時は債務縮減を基本」である。これは前回、財政健全化目標の前

倒しを基本と書いてあり、きつ過ぎると申し上げたが、今回はよりきつくなってい

る。「債務縮減を基本」。これは前回ブッシュ政権の話を申し上げたが、将来の政権

の選択をここまで縛ることはやはりできないと思う。景気上振れのときも「財政規

律を堅持する」とか、そういう趣旨がいいのではないか。 

国と地方のバランスは、これから大変なテーマだと思う。そういう意味では、問

題提起されたのは大変意義があると私も思う。 

谷垣議員も言われたように、国のことを考えるのは大事だと思う。特に国債の問

題が背後にあるので、その信認のことを考えると、国のことを考えるのは大事。た

だ、バランス論の話になり、国はプライマリー・バランス赤字で、地方は黒字だと

いう議論をすると、実感として地方からはものすごく反発がある。その原因は何か

というと、要するに地方という実体があるわけではない。東京とその他は全く違う。

バランスの議論をするときは、結局その問題を議論せざるを得ない。そこで実態的

な判断をせざるを得なくなるという、非常に高度な政治判断が出てくると思う。 

今日は図表も興味深いものを出していただいているが、私の記憶している限りで

は、ここの数字は、「改革の展望」の数字と少し違う。これは交付税特会をどっち

で扱うかとか、非常に細かい話があるのだが、こういう議論はバランスを考えて政

治的な決断をする前に、数字のベースをきちっとすることが先決だと思う。数か月
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前にお願いして、過去のプライマリー・バランスの推移について、総務省と財務省、

内閣府で数字が違うから調整しようといったこと、あれはあれでうまくいったと思

う。そういう作業をこれについても行う必要がある。そうしないと、判断の基準が

非常に大きく違ってくる。 

そしてもう一つ、これは将来の話として難しくなってくると思うのは、有識者議

員ペーパーの最後の表の（注２）のところに金利が成長率を１％上回っている場合

には、国は基礎的財政収支黒字を 1.1 ％以上にしなければいけない。地方は 0.4 ％

以上達成することが必要だと、記載されている。これはこのとおりである。これを

見て、国の方が大変だということはよくわかるが、これがもし金利と成長率が同じ

だったらどうなるかというと、これはもう言うまでもないが、国も地方も０％以上

になる。そして金利の方が１％低かったらどうなるかというと、国は－1.1 ％以上

でいい。地方は－0.4 ％以上。国と地方の大変さが逆転する。そういう意味で、実

は経済の前提によってもどちらが大変か、つまり、バランスというのはどちらが大

変かということなので、これはいかようにも変わってくる議論である。先ほどの統

計の問題も含め、最終的にはそういう大きな判断をしなければいけないと思うので、

私はまず、数字の前提の議論を、ここ１週間ぐらいでやっていただくのがよいと思

っている。 

最後に、地方制度改革、財政改革については、これは本間議員に入っていただい

た例のビジョン懇談会の議論と整合的な形でここにお示しいただいていると思う。

例えば、国と地方の関与の縮減に関しては、我々は分権一括法と言っているが、

そのような趣旨であるし、新型交付税というような趣旨だと思う。一点、税源移譲

の話はないが、不交付団体の数の増加を目指すと、それに関連してそういう問題意

識も当然のことながら出てくるのではないかと思っている。 

制度の改革は、これは私の責任でぜひしっかりと進めていきたいと思っている。

（与謝野議員） まだ党の方の作業が進んでいるが、今日はⅡ期の政策の重要性はもち

ろん共通の認識であるが、Ⅲ期についても様々な経済前提の下でも債務残高が発散

しないようにしなければならない。そういう意味では、頑健な目標が必要だという

ことについては、多分、共通の認識があるのではないかと思っている。 

また、国と地方の財政バランスについては、これからも議論をしなければならな

いが、歳出・歳入一体改革では、これは避けて通れない議論であるし、国も地方も

ともに健全になっていく、そういう道筋を策定しなければならないと思っている。

（小泉議長） 本日地方六団体が来てくれたが、国と地方の財政状況のバランスはわか

るが、地方の団体にすれば、権限がなく、自治権がない。それを考えてやらないと

いけない。団体の長、首長、町村長の立場に立ってみれば、自由にできないだろう。

中央省庁はこの権限だ、補助金やるんだと言う。だから、大切なのは、本当に自治

なのだ。総務省によく言うが、総務省は以前は自治省だったが、今まで中央集権省

だった。その反省がない。全部の府省が、地方が自由にできることをやってあげな

いといけない。しかし、その全部が抵抗しているだろう。今の状況で自分が首長に

なったら抱負を語ることができるかというと、そうではないだろう。そういう視点

を持ってやらないといけない。 

（竹中議員） そう思う。それとの関連で、国の関与づけをなくすためには、やはり地

方分権一括法のようなものが必要だと思う。これは、省庁は反対するが、ぜひ引き

続きこの場で議論して、そういう方向をぜひ目指していきたいと思っている。 

（本間議員） 今竹中議員から御指摘のあった議論の場の問題と、小泉議長から御指摘

がございましたとおり、国の基準づけ関与というものをどういう形で縮減して自由
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度を増していくか。これはやはり新たな三位一体的な形でやらないといけない。部

分部分だけで議論すると前に進まないので、ぜひその辺のところについても議論を

進めていただきたい。 

（小泉議長） 引き続き三位一体は大事である。 

（本間議員） はい、その通りです。 

○「基本方針 2006」に向けて

（与謝野議員） 「基本方針 2006」について、目次案を作成し、お配りしている。 

第１章は「日本経済の現状と今後の課題」、第２章が「成長力・競争力を強化す

る取組」、第３章は「財政健全化への取組」、第４章が「安全・安心を強固にする取

組」、第５章は「平成 19 年度予算における基本的な考え方」である。 

これを６月末ないしは７月初めに決めなければならないが、御意見があれば伺い

たい。 

（二階議員） 「経済成長戦略大綱」の進捗状況について簡単に申し上げる。 

「経済成長戦略大綱」については、今、多くの関係者から、特に関係府省から幅

広いご意見やご協力を頂いている。また、与党との間において、大綱の骨格につい

てご説明をしたり、ご意見を頂いたりしており、政府・与党一体の総合的な経済成

長戦略をまとめるようにしたいと考えている。 

今日も松田科学技術政策担当大臣と協議を行い、科学技術によるイノベーション

の実現は成長の起爆剤である、科学技術は「明日への投資」である、との認識で一

致した。また、総合科学技術会議で策定中の戦略との関係で、研究の現場と市場の

間の連携をスピーディにすること等についても一致した。 

今後、必要に応じて、更に関係大臣との協議を積極的に進め、とりまとめを急ぎ

たい。次回の諮問会議に「経済成長戦略大綱」の素案をご報告し、ご議論頂きたい

と思っている。 

（与謝野議員）それでは、この目次に従って案を作成させていただく。 

前回、社会保障番号に関する検討体制を私の方から提案すると申し上げたが、政

府部内における論点を整理する必要があるので、実務者レベルによる関係省庁連絡

会議を設置してはどうかと考えている。そこで早急に検討を始めて、今秋の早い段

階を目途に論点を整理し、諮問会議に報告してもらうことにしたいと思う。また、

社会保障番号の可能性を検討するということを、一言「基本方針」の中に記述した

いと思っているので、あらかじめ御了承頂きたいと思う。 

（小泉議長） 「基本方針」は大事だし、成長戦略などで、やはり明るい目標を持つべ

き。赤字を減らそうと言うばかりでは、何か明るくない。明るい方向を目指してい

くべき。現に、私の就任直後は、これだけ赤字がある、これだけ増税しなければな

らない、これだけ削減しなければならない、と言われていたが、その時の試算と今

は随分違ってきている。だから、経済は変わるのだ。与党が反対してきたことをや

るのも大変だった。歳出を減らして景気回復させなければいけないから、公共事業

を増やすところを減らしてやってきた。今や税収が増えて、それで赤字が減ってい

る。規制改革も必要だし、試算も変わってきた。今の方向は続けていかなければな

らないけれども、その路線には明るいものが必要。成長戦略は大事だ。少し明るい

方向を目指して努力していこう。 

（奥田議員）	 最近の株価の動きについて、日本銀行総裁はどのように見ているか。今

日も 280 円ぐらい下がっている。 

（福井議員） 今は、前回の諮問会議で申し上げた大きな構図と変わっていないと思う。
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米国の経済成長率がソフトランディング型で少し減速する。インフレ圧力が、じ

わじわと上がっているものを抑制する政策措置の効果が自然に出る形で進むこと

が望ましく、バーナンキ氏はその方向を目指している。しかし、その点について市

場が不確実性を感じているということかと思う。 

それから世界経済全体としては、緩やかに流動性が吸収される過程に入っており、

流動性を背景に相場が押し上げられていたエマージング・マーケットの株価や、日

本で言えば、新興市場の株価などが調整を受けている。そこが調整を受けると、そ

こで損をした投資家が、別の市場で利益を出して埋め合わせるという動きが少し続

いている。そういう調整プロセスだと理解されるべきではないかと思う。 

（竹中議員） これは個人の意見として、マクロのオブザベーションとして申し上げる

が、小泉内閣になってから物価連動債、インデックスボンドを出した。いろいろな

目的があったが、一つの目的は、期待インフレ率がどれぐらいかということの一つ

の指標になるというもの。その物価連動債で期待インフレ率を求めて計算すると、

実質金利が上昇しているというのを私自身は気にかけている。いろいろ議論がある

かと思うが、資産市場に与える影響なども含めて、そういうことによく注意をして

いかなければいけないのではないかと個人として思う。 

（牛尾議員） 総理の言われる明るい目標を作るというのが、最終的には若干の数字を

出すのか出さないのかで非常に違う。それらは非常に連動して難しいので、今のと

ころ枠組みばかり議論しているが、どこかで国民にわかりやすい議論をすることが

必要。二階議員は一回そのようなケースを出されたが、総合力としてどの辺かとい

うぐらいのことは示した方が経営者は張り切ると思う。いろいろ関連があるから引

っ込み思案になって下がってくる。それを７月ぐらいには考えていかなければいけ

ないと思う。 

（奥田議員） 経営者の出している来年３月の決算予想は余りよくない。多少は上がる

けれども、今年の３月ほどではない。若干不透明なところがある。 

（牛尾議員） 不透明だから、やや控え目に書いてある。そこで目いっぱい書けるよう

な気分にしないといけない。内部的にはもっと明るくということ。今は、経営者の

中では低めに出すという感じになっている。 

（小泉議長） 儲かっているところは「儲かっている」とは言わない。「まあまあ」と

言っている。悪いところは「悪い悪い」と言う。これはどこでも同じ。しかし、今

年の決算は予想よりもよくなりそうだろう。税収も。 

（奥田議員） それはよかった。来年の数字を見ると、若干慎重に見ている感じがする。 

（牛尾議員） 増収増益率を下目に見ている。実態はそれより少し高いと思う。 

（奥田議員） 竹中大臣が言われたようなことも若干頭の中に入っているということは

あると思う。 

（牛尾議員） ミクロの民間が先頭を走ってしゃべるような雰囲気を作ると、景気は良

くなる。しかし、「今そういうことを言うとまずいぞ」ということになるので、低

めに出してしまう。 

（小泉議長） 税収も、自然増収の傾向を続けるようにしていきたい。 

                                  （以 上）
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