
平成 18 年第 15 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 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 


（３）「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） 

（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） 
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○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） 

（概要） 

○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、与謝野議員から、今後の歳出削減の具体的

方策と、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点について検

討・報告するよう御要請があった。財政制度等審議会に検討を依頼していたところ、

一昨日、検討結果を頂いたので、その内容などを私から御報告する。 

財政制度等審議会の建議では、資料①のとおり、今後の歳出・歳入一体改革に向

けて取り組むべき歳出改革方策を整理していただいている。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と考えている。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あるが、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も努力してまいりたい。 

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、資料②の１

ページ目を御覧いただきたい。将来の財政の持続可能性の鍵を握るのは、高齢化に

伴っ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

会においては、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、という御指摘を頂い

ている。 

財源については、資料②の２ページ目にあるように、高齢者も含め、現世代が広

く公平に負担することが重要であり、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いる。それから、諮問会議の「中間とりまとめ」で

も示されているように、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

考え方も示されている。 

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いる。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ないが、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

るときには、消費税を社会保障のための安定的な財源として位置付け、国民への給

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

考えている。ただし、いずれにせよ、税制改正の議論は消費税だけの議論にとどま

るものではないので、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。 

次に、資産・債務改革に関する検討について、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 日にとりまとめられた報告書

の概要を、資料③として配布している。 

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中間とりまとめ

をしていただき、その概要を資料④として配布している。 

今後、これらの趣旨に沿って取り組んでまいりたい。 

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

有識者議員ペーパーを御説明する。 
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谷垣議員からも話があったが、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いる。そこで、歳出・歳入一体改革

と社会保障の関係について、改めて論点を整理した。 

まず第１に、「基本的な考え方」。我々民間議員は、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年間ずっと言ってきた。そのた

めには、経済の活力維持、世代間の受益と負担の公平確保ということも、当然、大

きな問題として解決されなければいけないと考えている。社会保障制度の改革がな

ければ歳出・歳入一体改革はできないわけで、ぜひ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、「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、そして最後に、それでは賄えない「公助」、これが税負

担ということだが、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、保険料でも税でも、それを負担できる能力というのは、

結局は所得、すなわち国全体の場合はＧＤＰないしは国民所得になるわけなので、

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る。 

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る。社会保障制度は大変大切な制度であるから、こうし

たことすべてについて、国民的な議論をした上で、国民的なコンセンサスを得る必

要がある。 

第２に、「歳出歳入一体改革における取組み」。具体的な論点として、第１番目は、

ずっと言ってきていることだが、徹底した給付の合理化・効率化が必要である。こ

れには、３点あると考える。 

第１に、まずは、「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った社会保障番号、社会

保障個人会計の導入、あるいは言われて久しいＩＴ化の推進、医療の標準化・包括

払いの進展、規制改革を行う。 

第２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の見直しを行う必要がある。 

最後に、「さらに」ということになるが、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

いということである。 

２ページ目、もう一つの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、いわゆる第Ⅲ期、2010 年代半ばまでに債務残高のＧ

ＤＰ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。 

社会保障部門については、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。一方、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。こうした提言である。３ページ目の図でも、真ん中の破線の

上と下で、社会保障とそれ以外の部門に分けて説明している。こうした考え方を採
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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。 

最後に３番目は、社会保障財源に関すること。先ほど谷垣議員からも話があった

が、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、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、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る。また、

こうした二部門アプローチは、「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。 

（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し、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こととなった。全体の要対応額が

17 兆円とされたが、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比を引き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、有識者議員ペーパーにあるとおり、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う。 

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いる。例えば、日本経団連や連合も、厚生年金

の保険料については 15％にすべきとしているが、これについてはまだ改革のメドが

立っていない状況である。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い

る。 

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だと思うし、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である。 

（竹中議員） 財政制度等審議会の建議については私も読んだ。当然のことながら、い

ろいろな幅広いことが書かれており、賛成・反対いろいろな意見があると思う。こ

れは今後じっくりと議論していけばよい問題だと思う。 

今の社会保障の問題だが、まずは、しっかりと歳出を抑えていくことが重要だ。

振り返ると、諮問会議での議論はほとんど実現してきているわけであるが、まだ

十分実現していないものとして、有識者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

である。それをやっていくということが、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う。 

しかし、それでも社会保障の支出は増える。それに対して安定的な財源が必要だ

という議論は、確かに重要だと思う。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あるが、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る。それを踏まえなくてはいけないということと、
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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。そういう意味では、税の制度設計について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。当然そういう御趣

旨だろうが、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

ていくということには賛成である。 

少し細かい点であるが、社会保障の場合はどうしても給付が議論されるが、実は

給付だけではなくて、それに関連する費用もある。介護予防などが給付の３分の１

ぐらいの金額があり、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。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。 

（二階議員） 谷垣大臣のご説明の財政制度等審議会の建議であるが、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

申し上げる必要もないが、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。

そういうときにも、財政制度等審議会では、エネルギー対策について削減すべきだ

と書かれている。 

もう一つは、中小企業対策である。これは、今取り組んでいる「経済成長戦略大

綱」の中でも、地域の活性化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が、「11. 中小企業対策」では削減すべきだと

書かれている。 

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ないが、やは

りエネルギー対策は国家として重要であり、中小企業対策についても国として政策

的に力を注いでいくという共通の認識は大事ではないかと思うので、この際念のた

め確認しておきたいと思う。 

○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） 今、政府全体、また、与党も含めて歳出・歳入一体改革に全力を挙げて

進めているが、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

いる。これまで諮問会議でも私から２回ほど説明しているが、各議員からいろいろ

御意見があり、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のが有識者議員ペーパーである。 

第１に、これまでも強調してきたが、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。これを両立するにあたっては、

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

という柔軟な対応も必要である。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。 

第２に、財政健全化の目標を、これまで整理してきたとおり、第Ⅱ期では基礎的

財政収支の黒字化、2010 年初頭から 2010 年半ばの第Ⅲ期では債務残高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

思う。 

小泉構造改革は 2001 年からスタートして、かなりのテンポでプライマリー・バ

ランスを改善してきたが、今後も国・地方のプライマリー・バランスを確実に黒字

化していく。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。 

第Ⅲ期においては、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。この目標を達成するためには、2010 年代半ばにＧＤＰ比２～
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2.5 ％程度の黒字が求められるので、これに向けてしっかり努力していくことが必

要。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場合には、債務残高Ｇ

ＤＰ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。 

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

を引き下げてきたが、ＧＤＰ比で２～2.5 ％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。 

国と地方のバランスをどうとっていくかという点では、フローと同時にストック

面でもバランスを確保していく必要があろう。 

2010 年～2015 年ぐらいから団塊の世代が年金や社会保障の対象世代となってく

るので、それ以降の問題についても、しっかりとした取組を念頭に置きながら進め

るべき。 

第３に、「財政健全化の取組方針」としては、一貫した財政健全化への努力を継

続するということ。 

まず最大限の歳出削減をする。 

ストックについては、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

重要であり、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。 

「歳入面の対応」については、(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

くという体制を作り上げていくべきだ。 

国民に負担増を求めるときには国民に還元するという原則を確認する。 

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、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。 

経済活性化については、二階大臣を中心に検討し、大綱をまとめる形になったが、

これを具体的にどのように実現していくかだ。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。 

社会保障給付のための財源については、基礎年金国庫負の２分の１への引上げを

しっかり実現するために、安定財源をどう確保するか。世代間の不公平を勘案しつ

つ、景気に左右されない安定財源の確保が求められる。 

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く、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う。 

第４に、第Ⅱ期の目標の達成に向けて、既に議論があった要対応額や、国と地方

のプライマリー・バランスをどう割り振るかなど、様々な詰めを精査しながら進め

ていくということ。 

歳出削減については、国・地方を通じた最大限の歳出削減を、与党での御努力を

踏まえてしっかりと実現していくべき。 

新たな財政需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ということ。 

第Ⅱ期のスタートの年になる来年度予算は極めて重要であり、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る。 

最後に、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
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形で議論していくことも求められる。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している。 

（竹中議員） 大変丁寧に述べてくださっているが、幾つか議論が必要と思うところが

あるので申し上げたい。 

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合わせ

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。今回のこの表記は、その目標を変えている。国と地方を合わせてではなく、

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。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けれ

ども、前回も議論したが少し急ぎ過ぎではないのか。これが可能かという検証が必

要だ。今、中川自民党政調会長のところで国と地方を合わせる形で何とか目指して

いる中、2010 年代初頭に国についても基礎的収支の均衡を目指すというのは、議論

と検証が必要かと思う。 

第Ⅲ期だが、「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、目標とは書いてないので民間議員の御見解ということだと思うが、

今まで民間議員は、2010 年代半ばで 1.5 ％～２％という数字を出されたことがあ

るが、２％から 2.5 ％という数字は初お目見えだと思う。当然いろいろお考えにな

って根拠があるだろうから、お考えはお考えで結構だと思うが、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。私は２

～2.5 ％が必要とは思わない。これより１％くらい低くてもいいという見解であり、

本当にこういうことができるかどうかも含め、検証が必要ではないか。 

地方税について言及されているが、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

申し上げているが、そうした中で議論しなければならない。もう一つ、前回、小泉

議長も国と地方のバランスの関係で、地方は、国ほど力、自由がないと御指摘をく

ださったが、債務残高、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

いるかの議論がこの中に含まれてくると思うので、そのような議論を踏まえ、検証、

議論を進める必要があるのではないか。 

（本間議員） 竹中議員の御指摘について、我々も注意深く検討を進めてきた。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しており、微妙な表現であるが、このような修文に

した。 

（竹中議員） できるだけ速やかにという意味か。 

（本間議員） そうである。 

   次に、「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、小泉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、更にそ

れ以降の改革のスピードを継続的なものにしていくことの決意を表明していると

いうことである。実現可能性は当然あるが、現実にこれから進めていくとなると、

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あり、この段階ではし

っかりと目標設定をできればということで書いたもの。 

最後に、地方税については、竹中議員御指摘のとおり、国と地方をどうするか、
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更には社会保障の予算をどのような形で関連づけていくかが非常に重要である。時

系列的な推移と、それに合わせて財源配分をどうするかは連立方程式になっており、

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、社会保

障との費用負担の問題も含めて検討をしようというのが、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う。 

（竹中議員） ３番目は、税源移譲も含めて全体的ということで、おっしゃるとおりだ

と思う。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％減らしてきた。同じペースというのはなかなか難し

い。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う。 

（本間議員） きちんとした検証をしながら、ということである。 

（竹中議員） 第Ⅲ期で、「債務残高の発散を防ぐ」と書いているが、これは債務残高

ＧＤＰ比の発散を防ぐという意味か。債務残高の発散を防ぐということだと大変な

ことになる。４％ぐらいの黒字を出さなければならない。 

（本間議員） もちろんそうである。これは正確に書いていない。 

（竹中議員） 了解した。それはＧＤＰ比で結構である。 

（吉川議員） 竹中議員が指摘された第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」というところだが、もともと

国・地方合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話だが、前々からこの会議で言ってき

たことだが、我々は、国についても基礎的財政収支の均衡をやはり目指すべきだと

考えている。ただ、今の制度をそのままにした上でそれをすると、竹中議員御指摘

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である。 

（竹中議員） それは２ページの第３番目に重なってくるが、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ある。それはそんなに

簡単な問題ではない。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う。

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。 

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

賛成である。国債を発行しているのだから。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、合意が難しくなる。 

（吉川議員） 我々としては、こういう視点も必要だということである。国・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。 

（本間議員） 今の竹中議員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

いと思うのは、今回は、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ていくか、

ということを明示して書いたのだが、この問題は常に連立方程式の中で複雑になる

ので、マクロのフレームとの関係で議論しないと、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のかというのが、国民へのメッセ

ージとしてもわかりにくい形になる。したがって、諮問会議等で、マクロ全体の中
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でこの問題がどういうシナリオ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のが、ここでの提案と理解していただきたい。 

（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

だろうと、そういう意味で検討が必要だと申し上げている。 

（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し、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

勉強していきながら、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のか。 

（本間議員） もちろん「基本方針」の中にどう書くかはともかくとして、先ほど話が

出たとおり、年末に向けてというような提案を奥田議員もされているが、そういう

期間の中で議論しようと考えている。 

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

（本間議員） そのとおり。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。

その結論が出ないと、実はこっちの方程式は解けないということはある。 

（竹中議員） そのとおり。だから、議論ができない。 

（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と思う。 

（竹中議員） それはそのとおり。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、そのバランスについては考えなければいけない、という発言が総理からもあっ

たのだから、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

でこちらが赤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。 

（与謝野議員） 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

うことは共通の認識だと思う。また、歳出・歳入一体改革については、有識者議員

ペーパーを基に、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。 

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、

歳出削減については、今、党の方で真剣に検討されている。それを見ながら、更に

歳出・歳入一体改革の作業を進めてまいりたい。 

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

実現は難しいと思ってやっていたのではないか。それが現実に、できそうだという

状況になってきている。歳出削減にしても、当初は要調整額は 20 兆円あったが、

今、17 兆円になってきている。 

私が「国債を 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。

公債発行額も更に減る可能性がある。その辺は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、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

通じてそれだけがひとり歩きする。政治というのは生き物、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のだから、その辺はよく調整

してもらわないと。 

社会保障も、削減するのはこれからますます大変だ。年金・介護・医療とやった
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が、今回の医療改革法案にしても、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。これを一つだけや

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て、私のことをポピュリストという批判が出てい

たが、これを見ていれば、ポピュリストではないということがわかる。 

これからは大変だ。だんだん水がなくなってくるけれども、もっと絞らなければ

だめなのだから。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ければいけない。 

○「基本方針 2006」に向けて

（与謝野議員） 「基本方針 2006」の総論の案を配布している。 

第１章を「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いる。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、この三つを優先

課題としている。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いる。

（竹中議員） 私はこれで結構だと思う。一つは、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が、これは防災担当大

臣からお願いがあるかもしれないけれども、防災についてしっかりと言及していた

だくのがよろしいのではないかと思う。 

（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く。 

次に、二階議員から「経済成長戦略大綱」の骨子について御紹介いただく。 

（二階議員） 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い

るが、現在、策定の作業を急いでいる。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いる。本日は、以前ご説明申し上げた５つの柱に加えて、具

体的な施策の例示などを追加した大綱の素案について資料をお配りしている。 

資料１ページで、「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いる。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、大綱の枠組みを示している。 

主な項目については、２ページから５ページにかけての「国際競争力の強化」に

おいて、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

んでいる。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いる。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、制度の整備を位置付けしている。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

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

を盛り込んでいる。 

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

政策を盛り込んでいる。例えば、この前会議で申し上げ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る。６

ページから８ページまでの「地域・中小企業の活性化」においては、先日、「がん

ばる商店街 77 選」を公表したところだが、こうした取組を更に促進するような施
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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、更には都市や中心

市街地を活性化するための施策を盛り込んでいる。 

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

り上げている。 

８ページ以降の「５つの制度インフラ」においては、「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いる。 

   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。大綱に書かれた内容については、次回の諮問会議には、で

きる限り定量的な目標も書き込んだ大綱原案、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頂きたいと考えている。 

（与謝野議員）  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

ついて奥田議員に御説明をお願いする。 

（奥田議員） 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、様々な提言をし、この５年余りを経て、多くの改革が

実現されてきた。こうした改革の成果を今後も維持・強化していくことが、極めて

重要であると考えている。 

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、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。 

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し、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いる。 

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、政策決定の透明性が高められた。 

第４に、「骨太の方針」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

と思う。 

また、これらの改革を通じて、様々な成果を残してきた。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いる。さらに、改革の進展等を背景にして、

景気は民需主導で回復を続けており、財政についても、国と地方を合わせた基礎的

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う。 

２．として、政策決定システムの今後の課題だが、１つ目は、「歳出・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こと。２つ目は、「骨太の方針」、「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こと。 

また最後に、規制改革・民間開放推進会議、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いてもさらに強化する必要があり、今
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回の「基本方針 2006」においても、これらの機関で決定されたことをしっかりと盛

り込む必要があると考えている。 

とりわけ、ＩＴは、人口減少下における生産性の向上、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り、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

あると考えている。 

（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う。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、それで政策決定や予算

編成のプロセスを非常に大きく変えたと思う。このペーパーは、そのことを非常に

きちんと整理している。 

自分自身の反省も含めて一つ言うならば、こうしたアイデアは、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という思いも若干はある。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気

もする。しかし、それも含めて非常によい議論ができてきたのではないかと思う。

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る。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

思う。 

（小泉議長） たしかに最初からぶれないで来た。「何だ、同じことばっかり言ってい

る」と批判されているが、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のだが。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、この諮問会議というのは大事だ。 

（与謝野議員）  それでは、ただいま御紹介申し上げた方針に従って、今後作業を進め

たい。 

                                  （以 上）
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