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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 15 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年６月 16 日(金) 17:35～18:35 

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）歳出・歳入一体改革について 

1) 社会保障 

2) とりまとめに向けて 

（２）「基本方針 2006」に向けて 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 谷垣議員提出資料①－歳出・歳入一体改革に向けた基本的考え方－ 

○ 谷垣議員提出資料②－社会保障に係る安定財源確保についての論点整理－ 

○ 谷垣議員提出資料③－国家公務員宿舎・有識者会議のとりまとめについて－ 

○ 谷垣議員提出資料④－公会計整備の一層の推進に向けて（中間取りまとめ）－ 

○ 歳出・歳入一体改革と社会保障のあり方について（有識者議員提出資料） 

○ 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） 

○ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（総論）(案) 

○ 経済成長戦略大綱（骨子案）（二階議員提出資料） 

○ 経済財政政策の決定システムの改革と今後の課題（有識者議員提出資料） 
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（配付資料） 

○ 歳出・歳入一体改革に向けた基本的考え方について（谷垣議員提出資料） 

○ 東京 23 区内に所在する国家公務員宿舎の移転・再配置と跡地利用に関する報告書

（谷垣議員提出資料） 

○ 公会計整備の一層の推進に向けて～中間とりまとめ～（谷垣議員提出資料） 

○ 社会保障基金の歳出歳入（有識者議員提出資料） 

○ 社会保障と地方財政について（参考資料）（竹中議員提出資料） 

○ 安心・安全な社会の実現に向けて（参考資料）（竹中議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） それでは、第15回目の経済財政諮問会議を開会いたします。 

     まず、今日の第１の議題は、歳出・歳入一体改革でございます。社会保障につ

きまして、谷垣大臣より資料の御説明をいたします。 

 

○歳出・歳入一体改革について－社会保障－ 

（谷垣議員） 先般の経済財政諮問会議で与謝野大臣から私に対して、１つは今後の

歳出削減の具体的方策、もう１つは社会保障の安定的財源の確保についての論点

整理、この２つにつきまして検討・報告するよう御要請がございました。財政制

度等審議会に検討を依頼しておりましたところ、一昨日、検討結果を頂きまして、

今日はその内容などを私から御報告したいと思っております。 

 財政制度等審議会の建議につきましては、資料①をお配りしています。内容は

後ほどご覧いただきたいと思いますが、今後の歳出・歳入改革に向けて取り組む

べき歳出改革方策を整理していただいております。基本的にこれまでの改革努力

を継続・強化していくことが重要だと考えております。それから歳出削減方策に

ついては、党においても精力的に御議論いただいているところですが、建議の内

容を踏まえて、徹底した歳出削減策の具体化に向けて、私ども努力してまいりた

いと考えております。 

 次に、社会保障に係る安定財源の確保についての論点整理について御報告した

いと存じます。資料②の横長の資料でございますが、１ページ目をご覧いただき

たいと思います。将来の財政の持続可能性の鍵を握るのは、高齢化に伴いまして

経済の伸びを上回って増加していく社会保障である。そこで財政制度等審議会に

おきましては、今後とも引き続き、給付の見直しといった改革努力の継続・強化

が必要であるが、社会保障制度やそれを支える財政全体への不安を払拭するため

には、社会保障給付に必要な税負担の将来世代への先送りをどこかで断ち切らな

ければならない。そのためには給付のための安定財源確保が必要、という御指摘

をいただいております。 

 財源につきましては、資料②の２ページ目にございますように、高齢者も含め、
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現世代が広く公平に負担することが重要。それから経済動向に左右されにくい安

定的な財源であるべきといった点が指摘されております。それから諮問会議の「中

間とりまとめ」でもお示しいただいているように、国民から新たな負担を求める

場合に、これを社会保障給付に充てることを明確にすることは、国民の理解を得

る観点からは意義があるという考え方も示されております。 

 毎年の予算総則で、国の消費税収については、基礎年金、老人医療、介護のた

めに充てることとされております。財政制度等審議会のこの建議は、社会保障の

財源をすべて消費税で賄うということを決め打ちしているわけではございません

けれども、私が一政治家として申し上げれば、歳出改革を徹底した上で、なお必

要な負担増を国民にお願いする時には、消費税を社会保障のための安定的な財源

として位置づけ、国民の給付に充てることによって、国民の理解と納得を得るこ

とが望ましいのではないかと考えております。ただし、税制改正の議論は消費税

だけの議論にとどまるものではなく、税制全体を見渡して議論を行う必要がある

ことは言うまでもないところでございます。 

 次に、資産債務改革に関する検討につきましては、伊藤滋座長の下の「国家公

務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会議」で、６月13日に報告書をとりま

とめていただきましたが、その概要を資料③として配付させていただいておりま

す。 

 それから公会計整備の一層の推進について、財政制度等審議会で整理いただき、

中間とりまとめをしていただきましたが、その概要を資料④として配付しており

ます。 

 今後これらの趣旨に沿って取り組んでまいり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す。次に、吉川議員より御発言があります。 

（吉川議員） それでは私から、「歳出・歳入一体改革と社会保障のあり方について」

という民間議員の提出資料を説明いたします。 

 ただいま谷垣大臣からもお話がありましたが、社会保障の問題は、歳出・歳入

一体改革を進めていく上で一番大きな問題の一つであると考えております。そこ

で、歳出・歳入一体改革と社会保障の関係について、改めて論点を整理させて頂

きます。 

 第１に、「基本的な考え方」であります。民間議員は、社会保障制度は何よりも

持続可能なものにする必要があるということを、この５年間ずっと言ってまいり

ました。そのためには、経済の活力維持ということもありますし、世代間の受益

と負担の公平確保ということも、大きな問題として解決されなければいけないと

考えております。社会保障制度の制度改革を考えなければ、歳出・歳入一体改革

はできないわけですが、是非とも幅広い観点に立って、社会保障制度を基本から

考えていく必要がある。 

 そのためには、社会保障は、まず「自助」を基本としつつ、リスク分散である

「共助」、これは具体的には保険料ということになります。そして最後に、それで

 3



 
平成 18 年第 15 回 議事録 

 
は賄えない「公助」、これが税負担ということですが、これらを適切に組み合わせ

て、制度に対する国民の信頼を高めることが重要である。 

 また、いわゆる団塊世代が65歳を迎える2010年代前半を含め、中長期的な展望

に立って改革努力を継続し、社会保障費の対ＧＤＰ比が極力上昇しないようにす

る必要がある。その理由は、保険料であっても、税であっても、それを負担でき

る能力は、結局は所得になるわけであり、国全体の所得はＧＤＰないしは国民所

得ということになるわけですから、社会保障費の対ＧＤＰ比を問題にせざるを得

ないということであります。 

 給付を賄う安定財源を確保することによって、国民の安心を高めるとともに、

将来世代への負担の先送りを断ち切り、将来世代が抱える債務残高を抑制する必

要がある。これも重要な視点であります。社会保障制度は大切な制度ですから、

こうしたこと全てについて、国民的な議論が必要であり、その上で国民的なコン

センサスを得る必要があると言っております。 

 第２に、「歳出歳入一体改革における取組み」ということで、具体的な論点をい

くつか記載しておりますが、第１番目はずっと言ってきたことでありますが、徹

底した給付の合理化・効率化が必要である。この点につきましては、我々として

は、３段階あると考えております。 

 第１段階は、一番上の「○」で、「社会保障サービス効率化プラン」を策定して、

社会保障のインフラを整える。具体的には、先般この会議でも議論がありました

社会保障番号、社会保障個人会計の導入、あるいは言われて久しいＩＴ化を進め

る、医療の標準化・包括払いの進展、規制改革を行う。 

第２段階に、あわせて、制度間の整合性等を踏まえて、例えば、介護や生活保護

の給付水準・範囲、雇用保険の負担のあり方については当然見直しを行う必要が

ある。 

 そして最後に、「さらに」ということになりますが、社会保障全体の給付水準・

範囲、負担のあり方についても、さらに踏み込んだ議論をする必要が出てくる。

それを避けてはいけないということを言っております。 

 ２ページ目、もう１つ具体的な提案でありますが、歳出・歳入一体改革を進め

る中で、社会保障の問題を解決しなければいけないわけですが、具体的な提案と

して、社会保障部門とそれ以外の非社会保障部門の２つに分けて考え、その上で

いわゆる第Ⅱ期、2010年代初頭の基礎的財政収支の黒字化、それから、その後の

いわゆる第Ⅲ期、2010年代半ばまでに債務のＧＤＰ比を安定的に引下げていくた

めの議論を進めていってはどうか。 

 社会保障部門につきましては、給付の効率化・重点化等により、歳出を極力抑

制しながら安定的な財源を確保することにより、歳出と歳入をバランスさせる。

すなわち、社会保障部門の中で歳出と歳入をバランスさせる。それから、それ以

外の非社会保障部門については、優先度を明確にしつつ、総体としての歳出を削

減しながら一定の黒字を確保する、ということを言っております。３ページ目に

図を付けておりますが、ここでも真ん中あたりにある破線の上と下で、社会保障
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とそれ以外の部門に分けて説明しています。こうした考え方を採りながら、社会

保障と財政再建の２つの問題を解決していくことが考えられるのではないかと思

っております。 

 最後に３番目は、社会保障財源に関することです。先ほど谷垣大臣からもお話

がありました、財源の安定的確保ということにつきまして、社会保障給付に要す

る公費負担については、保険料負担のあり方を踏まえつつ、消費税を含む税制全

体の改革を通じて、安定財源を確保することが不可欠。この安定財源については、

現世代が広く公平に負担して、かつ経済動向等に左右されにくいものであること

が求められる。その際、新たな国民負担は、いわゆる官の肥大化には振り向けず

に、負担者である国民に還元するといった財政規律を確立することによって、国

民の理解を深めることが重要。これは先ほど御説明した社会保障部門を、一つの

独立した固まりとして考えるというアプローチにつながるものであります。また、

こうした２部門アプローチは、「財源なくして給付なし」という考え方を通して、

社会保障給付の安易な増加を排除するための財政運営上の仕組みを導入すること

にもつながる。そうした意味からも、こうしたアプローチは十分検討に値するも

のではないかと考えております。 

 以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、御意見のある方、御自由に御

発言いただきたいと思います。奥田議員。 

（奥田議員） 先日、総理のリーダーシップで医療改革関連法案が成立いたしまして、

これで年金・介護・医療とすべての制度改革が一応出そろったということなって

おります。全体の要対応額が17兆円とされましたが、2010年代初頭のプライマリ

ー・バランスの黒字化のみならず、その後の政府債務残高の対ＧＤＰ比を引下げ

ていくためには、最大歳出項目の社会保障費について、引き続き、民間議員資料

にある通りに、ＩＴ化、標準化、また自己負担のあり方の見直し、重点化・効率

化といったことを進めて、2011年にＧＤＰの伸び以下にすることが不可欠だと思

います。 

 また、これまでの議論では、税制や財源に関する議論が不十分であったために、

リスク分散を目的とする保険料に過度に依存して、サラリーマンあるいは企業に

負担のしわ寄せがされていると考えております。例えば、日本経団連や連合とい

ったところも、厚生年金の保険料については15％にすべきとしておりますが、こ

れについてはまだ改革のメドが立っていない状況にございます。引き続き歳出削

減を徹底した上で、財源について、全国民で公正・公平に支えるべき部分につい

ては、消費税を中心に賄うべきと考えております。 

 こうした点で、政府としても、年度後半に諮問会議を含めて税と社会保障を一

体的に見直すことを明確にすべきであると思いますし、今回の「基本方針」に今

年度中に結論を得るということを明記すべきだと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。他に御意見はございませんでしょうか。ど

うぞ竹中大臣。 
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（竹中議員） まず、財政制度等審議会の建議については私も読ませていただきまし

た。当然のことながら、いろいろ幅広いことが書かれておりまして、賛成・反対

いろいろな意見があると思います。これは今後じっくりと議論していけばよい問

題だと思います。 

 今の社会保障の問題は、まずは吉川議員もおっしゃいましたように、しっかり

と歳出を抑えていくことが重要だと思います。 

 振り返ると、諮問会議でいろいろ議論してきたことは、ほとんど実現してきて

いますが、まだ十分実現していないものとして、民間議員が提唱された目標、総

額をＧＤＰ比との関連も踏まえてしっかりと管理して、そしてＰＤＣＡサイクル

を確立するということがある。その部分は、まだ残念ながら十分には確立されて

いない、残された問題だと思います。それをやっていくことが、改めて歳出・歳

入一体改革の中で浮かび上がってきていると思います。 

 しかし、それでも社会保障の支出は増えます。それに対して安定的な財源が必

要だという御議論は、やはり重要な御議論だと私も思います。同時に、その財源

として、消費税という議論がどうしても出てくるわけですけれども、今、歳出・

歳入一体改革の中で消費税の総量が一体どうなるかという議論があります。それ

を踏まえなくてはいけないということと、実は他の需要、財政需要にも、消費税

のような安定的な財源に期待しているものがたくさんあるわけです。そういう意

味では、税の制度設計の話は相当時間をかけて全体の中で議論をしないと、この

部分だけというわけにはいかないと思います。当然そういう御趣旨だと思います

けれども、少し時間をとって、しかしそんなに遅くならないタイミングで議論し

ていくことに私は賛成であります。 

 少し細かい点ですけれども、社会保障の場合はどうしても給付が議論されるん

ですが、実は給付だけではなくて、それに関連する費用もございます。介護予防

などが給付の３分の１ぐらいの金額がありまして、官房長官の「社会保障の在り

方に関する懇談会」でも言及されているけれども、そういうことも含めた総合的

な議論を心がけなければいけないと思っております。 

 以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございます。他に御意見はございませんでしょうか。二

階大臣。 

（二階議員） 谷垣大臣の御説明の財政制度等審議会の建議でありますが、提出され

ている資料①の３ページ目の「10．エネルギー対策」について、もうここで私か

ら長々と申し上げる必要もありませんが、今日ほど国家にとってエネルギー問題

が重要な時はない。そういう時にも、財政制度等審議会では、エネルギー問題に

対しては、削減すべきだということが書かれております。 

 もう１つは、中小企業対策であります。これは、今取り組んでおります「経済

成長戦略大綱」の中でも、地域の活性化には相当力を注がなくてはならず、成長

戦略においては中小企業の躍進に負うところが多いわけでありますが、「11．中小

企業対策」では削減すべきと書かれている。 
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 他の政策との横並びでこういう表現にならざるを得ないのかもしれませんが、

やはりエネルギー対策は国家として重要であり、中小企業対策に対しても国とし

て政策的に力を注いでいくという、共通の認識は大事だと思いますので、この際、

念のため確認しておきたい気持ちであります。 

（与謝野議員） ありがとうございます。他に御意見ございませんか。 

 それでは次に、歳出・歳入一体改革のとりまとめに向けて御議論いただきたい

と思います。 

 まず、本間議員より御発言がございます。 

 

○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、私の方から説明させていただきます。 

 今、政府全体、あるいは与党も含めて歳出・歳入一体改革に全力を挙げて進め

ているわけですけれども、そろそろ、そのフレーム、考え方をとりまとめていく

段階に近づいています。これまでの経済財政諮問会議におきましても、この点に

ついて私から２回ほど説明させていただいておりますが、各議員からいろいろ御

意見がございました。それについて最大公約数的に、今の段階でこういうフレー

ムではどうかということでまとめたものが民間議員ペーパー「歳出・歳入一体改

革のとりまとめに向けて」であります。 

 第１に、これまでも強調してまいりましたけれども、財政健全化と成長力・競

争力強化は、車の両輪であることをしっかり認識していくということ。これを両

立させてまいります時には、景気の変動にどう対処するかだが、経済が減速する

ときには、そのペースを抑えるというような柔軟な対応も必要だろうと考えてお

ります。全体として、10年間ぐらいのスパンで、第Ⅱ期、第Ⅲ期と改革を継続す

る中で、堅実な前提に基づき、確実な財政健全化を行っていくことが、まず確認

されるべき点だと考えております。 

 第２に、その上で、財政健全化の目標をこれまで整理してまいりましたとおり、

第Ⅱ期においては基礎的財政収支の黒字化、2010年初頭から2010年半ばの第Ⅲ期

では債務残ＧＤＰ比の安定的引下げとし、これらをきちんと達成していくよう継

続的に努力することだと思います。 

 小泉構造改革は2001年からスタートいたしまして、かなりのテンポでプライマ

リー・バランスを改善してまいりましたけれども、今後もしっかりと国・地方の

基礎的財政収支を確実に黒字化していくこと。第Ⅱ期では、国についても、2010

年代初頭において基礎的収支の均衡を目指すことを、目標として設定すべきだと

考えております。 

 その上で、第Ⅲ期においては、先ほど申し上げましたとおり、対ＧＤＰ比で債

務残高の発散を防いでいくという「頑健性のある目標」を立てる。そしてこの目

標を達成するために、2010年代半ばにＧＤＰ比２％から2.5 ％程度の黒字を求め

られることになろうと思いますので、これに向けてしっかり努力をしていくこと

が必要だと思います。経済が変動する状況の中で、好ましい経済環境が実現する
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場合には、債務残高ＧＤＰ比の一層の引下げを可能にしていくことも努力目標と

しなければならないと考えます。 

 第Ⅰ期、第Ⅱ期は、かなりのテンポでプライマリー・バランス赤字の対ＧＤＰ

比を引下げてきたわけですが、ＧＤＰ比で２％から2.5 ％程度の黒字を実現し、

第Ⅲ期においても、しっかりとした財政健全化に向けての努力を継続すべきと考

えます。 

 さらに、国と地方のバランスをどのようにとっていくかという点では、フロー

と同時にストック面においても留意しつつ、バランスを確保していく必要性があ

ろうと思います。 

 2010年から2015年ぐらいに、団塊の世代が年金や社会保障の対象世代となって

まいりますので、それ以降の問題についても、しっかりとした取組みを念頭に置

きながら進めるべきだろうと考えます。 

 第３に、「財政健全化の取組方針」、これは先ほど申し上げましたように、一貫

した財政健全化への努力を継続するということでございますが、まず最大限の歳

出削減をする。そしてストックの部分については、最大限の資産売却をし、スト

ックからストックへという考え方で債務残高の縮減に貢献していく。これはリス

ク管理の点から言っても非常に重要なことでございますし、国債管理政策を適切

に推進して、利払い最小化もしっかりと実現しなければならないと考えます。 

  「（３）歳入面の対応」につきましては、「（１）最大限の歳出削減」、「（２）最

大限の資産売却」の努力をした上で、国民負担を最小化し、必要と判断される歳

入増については、これを実現するための税制上の措置を議論し、後世代への負担

の先送りから脱却していくという体制をつくり上げていくべきだろうと思います。 

 ２ページに移りまして、国民に負担増を求める時には国民に還元する、という

原則を確認すること。 

 地方については、地方全体としてプライマリー・バランスが既に0.4 ％程度黒

字になっておりますけれども、これは今後も改善されるということを踏まえつつ、

財源構成のあり方の観点から、抜本的な税制改革の中で交付税、補助金との関係

を含めて検討をしていくことが重要であると思います。 

 経済活性化ですが、二階大臣を中心に御検討いただいて「経済成長戦略大綱」

をまとめる形になってまいりましたけれども、これをどのように具体的に実現し

ていくかということで、税制改革についても、しっかりと深堀りしていくことが

求められると思います。 

 社会保障給付のための財源については、吉川議員、奥田議員からお話が出てお

りますけれども、基礎年金への国庫負担を２分の１に引上げることをしっかり実

現するために、安定財源をどう確保するか。それから景気変動や、あるいは世代

間の不公平を勘案した場合に、景気に左右されない安定財源の確保が求められる

かと思います。 

 財政健全化に向けて確定的な選択肢を提案することはなかなか難しいわけであ

りまして、条件を整理しながら、複数の選択肢を明示していくことが必要になろ
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うかと思います。 

 第４に、第Ⅱ期の目標の達成でございます。これについては、既に御議論がご

ざいました要対応額ですとか、国と地方のプライマリー・バランスをどのように

割り振るかなど、様々な詰めを精査しながら進めていくということだと思います。 

 歳出削減につきましては、国・地方を通じた最大限の歳出削減を、与党で御努

力いただいていることを踏まえて、しっかりと実現をしていくべきだと思います。 

 新たな財政重要が出てくる場合には、ペイ・アズ・ユー・ゴー、すなわち、歳

出削減効率化を財源にしながら、しっかりとした取組を行うこと。 

 さらに、第Ⅱ期のスタートの年になります来年度予算は極めて重要でございま

す。メッセージ性のある形で頭出しを実現していくことも必要かと考えます。 

 最後に、先ほどの問題とも関連いたしますけれども、要対応額に対して最大限

歳出削減で対応した上で、増収措置を具体的な形で議論していくことも求められ

る。さらに並行して、基礎年金国庫負担の２分の１への引上げに要する財源につ

いても、しっかりとした枠組みの中で確実に実現していくことが必要だと整理い

たしております。 

 以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございます。それでは、御意見のある方はお願いします。 

（竹中議員） 大変丁寧にいろいろ議論してくださっているんですけれども、いくつ

か議論が必要ではないかと思われるところがありますので、申し上げたいと思い

ます。 

 最初の第Ⅱ期のところで、「財政状況の厳しい国についても、2010年代初頭にお

いて基礎的収支の均衡を目指す」とあるが、御承知のように、これまで国と地方

をあわせてプライマリー・バランスを2010年代初頭に回復させようと、「基本方針」

に書いてきたところです。今回のこの表記は、その目標を変えているわけです。

国と地方をあわせてではなく、国について均衡を目指すと書いているので、かな

りハードルを高くしているわけです。ハードルを高くすること自体は、財政健全

化を目指す上で決して悪いことではないんですが、前回も議論しましたけれども、

少し急ぎ過ぎではないのか。これが可能かという検証は必要なのだと思います。

もし可能ならばいいことで、これは誰も否定しません。今、中川自民党政調会長

のところで国と地方あわせる形で何とか目指している中で、2010年代初頭に国に

ついても基礎的収支の均衡を目指すのは、議論と検証が必要かと思います。 

 第Ⅲ期なんですけれども、これも「例えば、2010年代半ばにＧＤＰ比２～2.5 ％

程度の黒字が必要となる」とあり、これは目標とは書いていませんから、民間議

員の御見解ということだと思うんですけれども、今まで議論されてきたのは、民

間議員は2010年代半ばで1.5 ％から２％という数字をお出しになったことがある

んですが、２％から2.5 ％という数字は初お目見えだと思います。当然、いろい

ろとお考えになって根拠があるでしょうから、お考えはお考えで結構だと思いま

すが、今年前半に随分議論した金利と成長率がどうなるかによって、この数字は

随分変わってくるわけです。私は２％から2.5 ％が必要だとは個人的には思いま
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せん。これより１％くらい低くてもいいという見解を持っていまして、本当にこ

ういうことができるかどうかも含めて、検証が必要ではないかと思います。 

 ２ページで地方税について言及いただいておりますけれども、これは今後議論

しなければならない問題として、国と地方の税源配分のあり方、不交付団体を増

やすために税源移譲も必要であろうということを申し上げておりますが、そうし

た中で議論しなければならない。もう１つ、前回、総理も国と地方のバランスの

関係で、地方は、国ほど力や自由がないと御指摘くださいましたけれども、その

債務残高やストック等の状況など、国と地方で何がバランスがとれているかとい

う議論がこの中に含まれてくると思いますので、そういった議論を踏まえて少し

検証といいますか、議論を進める必要があるのではないかと思います。 

（与謝野議員） ありがとうございます。本間先生。 

（本間議員） 今の竹中大臣の御指摘について、我々も注意深く検討を進めてまいり

ました。最初の2010年代初頭における国についてのプライマリー・バランスの均

衡というのは、厳密に2011年にこれを実現するということではなく、幅広に2010

年以降について、その可能性を目指すということで整理させていただいておりま

して、微妙な表現でございますけれども、このような修文にしました。 

（竹中議員） できるだけ速やかにという意味ですね。 

（本間議員） そうです。 

 それから、我々は「例えば、2010年代半ばにＧＤＰ比２～2.5 ％の黒字が必要

となる」と申し上げているが、これは、総理が就任されてから現在までのプライ

マリー・バランスの改善のスピード、2006年から2011年にかけての改善のスピー

ド、さらに、それ以降の改革のスピードを、きちんと継続的なものにしていくこ

との決意を表明しているということでございます。実現可能性については当然あ

りますが、現実にこれから進めていくとなりますと、10年間モメンタムを維持す

るのはかなり難しいということもございまして、この段階ではしっかりと目標設

定をさせていただければ、ということで書かせていただいたということす。 

 最後に、地方税については、竹中大臣御指摘のとおり、国と地方をどうするか、

さらには、今日、吉川議員から提案いたしましたけれども、社会保障の予算をど

のような形で関連づけていくかが、トータルで非常に重要でございます。時系列

的な推移と、それにあわせて財源配分をどのようにするかは連立方程式になって

おりますので、それをどのように考えるかというときに、地方の改善の状況を踏

まえつつ、単独で交付税、あるいは税源移譲ということではなく、それらを関連

づけながら、しかも社会保障との費用負担の問題も含めて検討しようというのが、

ここでの書き方になっていると御理解いただければと思います。 

（竹中議員） ３番目は、税源移譲も含めて全体的にということだと思います。それ

はおっしゃるとおりだと思うんです。２番目の2010年代半ばの数字は、小泉内閣

になって最初のとき、公共事業を10％減らして、その後も３％減らしてきました。

同じペースというのはなかなか難しい面もありますので、いろいろな見解がある

中で、少し精査するということでいかがかと思います。 
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（本間議員） きちんとした検証をしながらやっていくということです。 

（竹中議員） １点質問なんですが、第Ⅲ期で「債務残高の発散を防ぐ」と書いてい

るんですけれども、これは債務残高ＧＤＰ比の発散を防ぐという意味ですよね。 

（本間議員） そうです。 

（竹中議員） 債務残高の発散を防ぐと大変なことになりますから。 

（本間議員） もちろんそうです。これは正確に書いておりません。 

（竹中議員） ４％ぐらいの黒字を出さなければいけない。わかりました。それはＧ

ＤＰ比で結構です。 

（本間議員） はい。 

（与謝野議員）  どうぞ吉川先生。 

（吉川議員） 竹中大臣の指摘された第１点目「財政状況の厳しい国についても、2010

年代初頭において基礎的財政収支の均衡を目指す」というところですけれども、

もともと国・地方あわせて基礎的財政収支を確実に黒字化するということだった

のが、2010年代初頭において、「国についても」基礎的収支の均衡を目指す。これ

は前よりもハードルが高くなっているのではないかというお話があったと思うん

ですが、前々からこの会議で言ってきたことだと思うんですが、我々としては、

国についても基礎的財政収支の均衡を目指すべきだと考えているんです。ただ、

今の制度をそのままにした上でそれをすると、竹中大臣御指摘のとおり、以前よ

りもマクロ的にハードルが高くなってしまうということなので、それを避けるた

めには、制度そのものを再考して、国・地方の間の配分を見直す議論もしていく

必要があるのではないか、というのが我々の考え方だということです。 

（竹中議員） それは２ページの第３番目に重なってくるわけですけれども、もしそ

うであるならば、ますますこれは前回話し合った国と地方の財政バランス論です。

それはそんなに簡単な問題ではないです。だから、時期の問題と国と地方の財政

バランスについてしっかりと議論しなければいけないということについては、私

はそのとおりだと思います。しかし、国と地方の財政バランスという非常に難し

い問題があるにもかかわらず、数値の目標が先に出てくると、決定が余計難しく

なると思います。 

 だから、国についても基礎的財政収支黒字化を目指さなければいけない、とい

うことには賛成です。それは国債を発行していますから。ただ、その目指し方に

ついては、私が申し上げたような意味で時間をかけて議論しないと、今までの「基

本方針」等との整合性も踏まえて、合意は難しくなるような気がします。 

（吉川議員） 私たちとしては、こういう視点も必要だということです。国と地方を

合わせた視点と同時に、国・地方を分けた視点も必要だ、というように御理解い

ただきたい。 

（与謝野議員）  本間議員どうぞ。 

（本間議員） 今の竹中大臣と吉川議員のやり取りで、もう少し整理しておいた方が

いいと思いますのは、今回、社会保障の部分も分離して、それぞれのセクターに

ついてきちんと議論をしようということ。そして、その中でバランスをどうとっ
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ていくかということを明示して書いたわけですけれども、この問題は常に連立方

程式の中で複雑になりますので、マクロのフレームとの関係で議論いたしません

と、最終的に予算編成の段階で実務的に処理されてしまい、それが一体何を意味

するかということが、国民へのメッセージとしてもわかりにくい形になります。

したがって、経済財政諮問会議等でマクロ全体の中で、この問題をどういうシナ

リオの中で進んでいくかということを、フィードバックさせながら前に進んでい

こうということが、ここでの御提案と御理解いただければと思います。 

（竹中議員） 提案である以上は、マクロの実現可能性がないとなかなか決められな

いでしょうと、そういう意味で検討が必要だと申し上げているんです。 

（本間議員） 検討を進めていく中で、例えば、我々がまた数値を出させていただい

たり、フローとストックの関係についても、時系列でどのように変化するかとい

うことも含めて、また勉強させていただきながら、これからしっかりとした議論

の詰めをしていく。 

（竹中議員） それをあと数週間でするんですか。 

（本間議員） これはもちろん「基本方針」の中にどう書くかはともかくとして、先

ほどお話が出ましたとおり、年末に向けてというような御提案を奥田議員もされ

ておりますが、そういう期間の中で議論しようと考えています。 

（竹中議員） 年末ぐらいまでの時間をかけないと、これは簡単に決まらないと思い

ます。 

（本間議員） そのとおりです。我々はそんなに性急なことを考えていない。 

（与謝野議員）  今、自民党でやっている歳出削減というのは、国・地方を通じての

歳出削減で、その中で地方にどのぐらい背負ってもらうのかという問題が当然あ

るわけです。その結論が出ないと、実はこちらの方程式は解けないということは

あるんですね。 

（竹中議員） そのとおりなんです。だから、議論ができないんです。 

（与謝野議員）  国から見れば、地方のプライマリー・バランスが一応黒字になって

いるのではないか、という言い分はたぶんあるのだろうと思います。 

（竹中議員） それはそのとおりです。ただし、ストックとの関係でどちらが重いか

など、そういうバランスについて議論しなければならないということを、前回こ

こで議論して、そのバランスについては考えなければいけないということを総理

も御発言くださったわけですから、時間をかけて数字の問題も含めて議論しない

といけない。こちらが黒字でこちらが赤字だからこういうふうにいく、という単

純な議論はできないということを私は申し上げているんです。 

（与謝野議員）  議論が尽きませんが、他に御意見はございますか。 

 まだ、結論が出ているわけではございませんが、社会保障については、これか

らも努力していかなければならないということは皆さんの共通の御認識だと思い

ます。また、歳出・歳入一体改革については、有識者議員ペーパーをもとに、全

体の大枠や考え方について議論を深めることができたと考えております。 

 要対応額17兆円は、一応、政府と与党の間で出発点として合意ができておりま
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して、歳出削減については、党の方で真剣に検討していただいております。それ

を見ながら、更に歳出・歳入一体改革についての作業を進めてまいりたいと思い

ます。 

 総理から何か御意見ありましたら。 

（小泉議長） 当初、2010年代初頭のプライマリー・バランスの改善という目標は、

実現は難しいだろうと思ってやっていた。それが現実に、できそうだという状況

になってきているわけである。歳出削減にしても、当初は要調整額が20兆円あっ

た。それが今、17兆円になってきている。 

 私が「国債30兆円枠に抑える」と言ったとき、「税収が50兆円あった場合」とい

うことがカットされてしまい、「30兆円枠、30兆円枠」とばかり言われていた。公

債発行額もさらに減る可能性があるでしょう。その辺は今ようやく当初の目標に

向かって進んでいる。これからますます厳しくなるだろうから、現実の問題をよ

く考えないと。現実の可能性と実際の年度ごとの予算編成というものをよく考え

ないと。ただ試算だけやると、マスコミを通じてそれだけひとり歩きするから。

政治とは生き物、経済も生き物、税収も生き物ということは、この数年の動きで

わかっているんだから、その辺よく調整してもらわないと。 

 社会保障だって、削減するのはこれからますます大変なんだから。年金・介護・

医療とやったけれど、今回の医療改革法案だって、普通、一回の国会で通る法案

ではない。それができている。これからどういう試算になっていくか。予想と実

績が外れる場合があるから、その辺はある程度柔軟に対応できるようにやらない

と。これを１つだけやると、それだけひとり歩きしてしまう。 

 結構思い切ったことをやってきたけれども、私のことをポピュリストだという

批判が出たが、これを見ていれば、いかにポピュリストではないかということが

わかる。 

 これから大変だ。だんだん水がなくなってくるが、もっと絞らなきゃだめなん

だから。その辺はますます厳しくなってくるから、現実の問題に柔軟に対応でき

るような余地は残しておかなくてはいけない。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは、今日のところは、歳出・歳入

一体改革はこの程度にいたしまして、次に、「基本方針2006」をまとめなければな

らないわけですが、お手元に目次の案をお配りしてございますので、それを見て

いただきたいと思っております。 

 

○「基本方針2006」に向けて 

（与謝野議員）  「基本方針2006」の総論の案をお手元に配布してございます。 

第１章として「日本経済の現状と今後の課題」とし、新たな挑戦の10年に向け

改革路線を堅持するということとしております。項目１としては成長力・競争力

の強化、第２は財政健全化、第３は安全・安心で柔軟かつ多様な社会の実現、こ

の３つを優先課題としております。それにつきまして御意見がございましたら。 

 １ページ目が目次、２ページ目以降は総論の試案を書いてございます。それで
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は何か御意見を。 

（竹中議員） 私はこれで結構だと思います。１つは、最後の安全・安心のところで、

これまでは災害や防災というのが安全・安心の中心になっていたんですけれども、

これは防災担当大臣からのお願いでありますが、防災について、しっかりと言及

をいただくのがよろしいのではないかと思います。 

（与謝野議員）  わかりました。これで作業を進めさせていただきます。 

 次に、調整中でございますが、二階大臣から「経済成長戦略大綱」の骨子につ

いて御紹介をいただきます。 

（二階議員） 資料をお配りさせていただいておりますが、できるだけ簡単に申し上

げます。 

 目下、関係各省及び自由民主党、公明党からご意見やご提案を頂いております

が、現在、策定の作業を急いでおります。これまで大臣レベルの調整等、それぞ

れ直接ご意見を伺ってきております。本日は、以前にご説明を申し上げました５

つの柱に加えて、具体的な施策の例示などを追加した「経済成長戦略大綱」の素

案について資料をお手元にお配りしてあります。 

 資料の１ページにおきましては、「技術革新」、「生産性の向上」、「アジア等海外

のダイナミズム」、この３つを梃子として、経済の成長力、競争力を強化し、人口

減少下においても持続的な経済成長を実現するとしております。また、短期・中

期・長期に分けた「工程表」を策定することや、進捗状況を点検しながら、定量

的な目標についてローリングするなど、「経済成長戦略大綱」の枠組みを示してお

ります。 

 主な項目につきましては、２ページから５ページにかけまして、「国際競争力の

強化」におきまして、我が国を世界最高のイノベーション・センターとするため

の施策を盛り込んでおります。また、例えば、農林水産省から「21世紀新農政2006」

のご提案を頂くなど、農業、観光、医療、環境などの分野の国際競争力を強化す

る方策を各省のご提案に基づき盛り込んでおります。また、アジア等のダイナミ

ズムを取り込むために必要な、東アジア経済統合や制度の整備を位置づけしてお

ります。さらに、資源・エネルギー問題を解決し、持続的な経済成長の基盤を確

立するという観点から、前回ご説明いたしました「新・国家エネルギー戦略」に

基づく、資源・エネルギー政策の戦略的な展開を盛り込んでおります。 

 ５ページの「生産性の向上」では、ＩＴとサービス産業の革新を進めるための

諸政策を盛り込んでおります。例えば、この前会議で申し上げました国際コンテ

ンツカーニバルの開催、サービス産業の生産性向上運動、サービス統計の抜本的

拡充であります。６ページから８ページまでの「地域・中小企業の活性化」にお

きましては、先日、「がんばる商店街77選」を公表したところでありますが、こう

した取組を更に促進するような施策を進め、地域経済や中小企業の活性化を実現

するための方策、さらには都市や中心市街地を活性化するための施策を盛り込ん

でおります。 

 ８ページの「改革の断行による新たな需要の創出」では、イノベーションや官
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業の民間開放、思い切った改革努力によって、新たな重要を創出するための施策

を取り上げております。 

 ８ページ以降の「５つの制度インフラ」におきましては、「人財立国」の実現、

生産手段の新陳代謝、金融の革新、また、これまでご説明しました施策を中心に

生産性向上につながる制度改革をまとめております。 

 今後、引き続き各方面のご意見を頂きながら、政府・与党で精力的に調整を行

い、とりまとめを急ぎたいと考えております。「経済成長戦略大綱」に書かれた内

容については、次回の経済財政諮問会議には、できる限り定量的な目標も書き込

んだ「経済成長戦略大綱」原案、及び短期・中期・長期に分けた「工程表」案を

同時にお示しして議論をいただきたいと考えております。 

 以上であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。次に、今後の「経済財政政策の決定システ

ムの改革と今後の課題」について、奥田議員から御説明をいただきます。 

（奥田議員） それでは、民間議員ペーパーについて御説明をいたします。 

 2001年に経済財政諮問会議が設置されて以来、民間議員から経済財政政策の決

定システムについて、様々な提言をさせていただきまして、この５年余りを経ま

して、多くの改革が実現されてまいりました。こうした改革の成果を今後も維持・

強化していくということが、極めて重要であると考えております。 

 これまでに実現した政策決定システムの改革として、第１に、各分野縦割り的

ではなく、経済財政諮問会議を軸に総理主導で一貫性のある政策決定プロセスが

強化されたということが挙げられると思います。 

 第２に、民間の経営感覚や、あるいは客観的な根拠に基づいて政策提言をさせ

ていただき、政策決定プロセスの活性化が図られたのではないかと考えておりま

す。 

 第３に、議事内容が数日後には公表されるなど非常にオープンな形で政策論争

が行われまして、政策決定の透明性が高められたということであります。 

 第４に、「基本方針」において改革の方向性を明確にし、その後の「予算の全体

像」、「予算編成の基本方針」の決定を通じて、翌年度予算の方向づけが行われた

こと。また「改革と展望」を策定・ローリングすることにより、中期目標を明確

にしながら、これと整合的な形で短期の経済財政政策が構築されたことが挙げら

れると思います。 

 また、これらの改革を通じまして、様々な成果を残してまいりました。具体的

には「官から民へ」、「国から地方へ」という基本理念の下で、歳出改革、税制改

革、社会保障制度改革、郵政改革などの構造改革が推進されましたし、また工程

表の作成、あるいはＰＤＣＡサイクルなどの手法が定着したと考えております。

更に改革の進展等を背景にいたしまして、景気は民需主導で回復を続けており、

財政につきましても、国と地方をあわせた基礎的財政収支の2010年代初頭の黒字

化に向けて着実に改善しつつあると思います。 

 ２．として、政策決定システムの今後の課題でございますが、１つ目は、「歳出・
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歳入一体改革」や「成長戦略」とマクロ経済全般の動向を包含する中期の経済財

政運営の方針を策定する必要があるということ。２つ目は、「基本方針」、「予算の

全体像」、「予算編成の基本方針」という政策決定プロセスを維持・強化する必要

があるということ。３つ目は、経済運営と財政運営の整合性をさらに強化する必

要があること。４つ目は、財政運営に関しまして、歳出面と歳入面の整合性を強

化するために、関係機関との連携を一層図っていく必要があると思っております。 

 また最後に、規制改革・民間開放推進会議、それから総合科学技術会議、ＩＴ

戦略本部など、財政面以外で関係する機関との連携につきましてもさらに強化す

る必要がありまして、今回の「基本方針2006」においても、これらの機関で決定

されたということをしっかりと盛り込む必要があると考えております。 

 とりわけＩＴにつきましては、人口減少化における生産性の向上や、あるいは

電子政府等を通じた「小さくて効率的な政府」の実現、また、防災や交通安全な

ど「国民の安全・安心の確保」に向けた有効なツールであって、ＩＴ戦略本部で

策定した「ＩＴ新改革戦略」を「基本方針2006」にも盛り込んだ上で、着実に実

行していくことが重要であると考えております。 

 以上が民間議員ペーパーの内容等であります。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それでは御自由に御発言をお願いします。

竹中大臣。 

（竹中議員） これは大変いいペーパーをまとめていただいたと思います。経済財政

諮問会議で今までやってきたことを考えてみると、例えば「骨太の方針」、「改革

と展望」、「改革工程表」、「予算の全体像」、そして「経済見通し」の年央改定、「大

臣イニシアチブ」など、これらは全部この諮問会議から出てきたアイデアで、そ

れにより政策決定や予算のプロセスを非常に大きく変えたんだと思います。この

ペーパーは、そのことをきちんと整理していると思います。 

 自分自身の反省も含めて一つ言うならば、今申し上げたアイデアは、ほとんど

最初の２年ぐらいで出てきて、あとの期間は、それに続く新しいものを常に模索

しながらも、非常に忙しさに追われたなという思いも若干あります。また、当初

考えていたことに比べると、経済情勢の分析などが、意外とこの場では議論でき

なかったという思いもあります。しかし、それも含めて非常によい議論ができて

きたかなと思います。 

 あと、その意味では、これまでの成果には、本当にいろいろなことがあります。

その成果についても、また詳しくまとめていただければ、今後の参考になるので

はないかと思います。 

（与謝野議員）  どうもありがとうございます。それでは、総理何か最後に。 

（小泉議長） 確かに最初からぶれないで来たんだ。「何だ、同じことばかり言ってい

る」と批判されているけれども、ぶれないで同じことを言ってきたからよかった。

同じ質問ばかりだから。同じ答弁で当たり前なんだが、この目標はやはり正しか

った。それに向かって進んできた。これからも、この経済財政諮問会議というの

は大事だ。 

 16



 
平成 18 年第 15 回 議事録 

 

 17

（与謝野議員）  それでは、ただいま御紹介申し上げました方針に従いまして、今後

作業を進めたいと思っております。 

 他に御発言がなければ、本日の経済財政諮問会議は以上をもって終了させてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


