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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 17 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年６月 26 日(金)  17:18～18:02 

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 

（２）「基本方針 2006」に向けて 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 歳出・歳入一体改革の基本方針（案）（有識者議員提出資料） 

○ 経済成長戦略大綱 

○ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（素案） 

 

（配付資料） 

○ 谷垣議員提出資料① 

－歳出・歳入一体改革に向けた取り組み方針について（素案）－ 

○ 谷垣議員提出資料②－各分野における歳出改革の具体的内容－ 

○ 谷垣議員提出資料③－2011 年度までの歳出改革について－ 

○ 谷垣議員提出資料（配付資料） 

○ 歳出・歳入一体改革について（参考資料）（有識者議員提出資料） 

○ 経済成長戦略大綱工程表 
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（本文） 

○議事の紹介 

(与謝野議員)  それでは、第17回の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   まず、最初に、歳出・歳入一体改革について、御討議をお願いいたします。本

日、財政・経済一体改革会議の実務者協議会が官邸で行われました。そこでの議

論、結論について谷垣大臣より御説明をいたします。 

 

○歳出・歳入一体改革について 

(谷垣議員） 今後５年間の歳出削減策につきまして、今、与謝野大臣からお話がござ

いましたように、与党を中心にこれまで精力的に御検討いただいていたのですが、

今日の財政・経済一体改革会議の実務者協議会で具体的な内容、歳出削減額が合

意されましたので御報告をさせていただきたいと存じます。 

   資料①「歳出・歳入一体改革に向けた取組み方針について（素案）」で、基本的

な考え方が整理されております。実務者協議会におきましては、このうち、今後、

諮問会議や党税調で議論が行われるという意味でペンディングになっております

「６．歳入改革について」と「７．2010年代中期をにらんだ対応」を除きまして、

この内容については合意がなされました。さらに、資料②「各分野における歳出

改革の具体的内容」、資料③「2011年度までの歳出改革について」についても、合

意がなされたところでございます。 

   歳出削減に向けましては、資料①の２ページ目の「２．歳出改革に向けた基本

姿勢」というのがございますが、過去５年間の改革実績も踏まえながら、ゼロベ

ースから聖域なく歳出を見直すことが基本方針とされております。 

   資料②で各分野における歳出改革の内容がまとめられておりますが、個別の説

明は割愛させていただきます。 

   資料③は、これらの歳出改革を行った場合の2011年度までの国・地方合計の歳

出削減額などをまとめたものでございます。経費によっては、経済社会情勢等に

よって、ある程度幅を持って考える必要がございます。最後のページにございま

すように、削減額の合計は14.3兆から11.4兆円程度となっておりまして、16.5兆

円程度の要対応額のうち、少なくとも11.4兆円程度以上は歳出削減で対応するこ

とが合意されたところでございます。「自然体」の数字からどれだけ削るかという

各分野ごとの内訳は、社会保障につきましては1.6兆円程度の削減、公務員人件費

につきましては2.6兆円程度の削減、公共投資につきましては、5.6兆円から3.9兆

円程度の削減、その他の分野につきましては、4.5兆円から3.3兆円程度の削減と

なっております。 

今回の合意を踏まえまして、今後具体的な取組みを進めていくことが必要でご

ざいますが、実務者協議会の取りまとめにも、資料①の３ページに、「2007年度予

算は、今後５年間の新たな改革に向けた姿勢を問われる重要な予算」であり、「概
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算要求基準についても、厳しい基準を設定し、メリハリの効いた歳出見直しを行

っていく必要がある」とされておりまして、これまでの小泉内閣における改革努

力を堅持・強化していく必要があると考えております。 

   私からの報告は以上でございます。 

(与謝野議員）  ありがとうございます。それでは、「基本方針2006」とりまとめに向

けまして、ほぼ最終案となる「歳出・歳入一体改革の基本方針（案）」につきまし

て、本間議員より御説明をいたします。 

(本間議員） それでは、最終段階に入ってまいりましたので、今日の基本方針（案）

につきまして朗読をさせていただきたいと思います。 

歳出・歳入一体改革の基本方針（案）。 

１．歳出・歳入一体改革の基本的考え方。 

（１）小泉内閣における財政健全化努力の維持・強化。 

・小泉内閣は、「改革なくして成長なし」との考え方の下、景気低迷下でも構造改

革と歳出削減路線を堅持するなど、従来とは一線を画した経済財政運営を行い、

民需主導の景気回復を実現した。 

・また、10年程度先を見据えて、2010年代初頭に基礎的財政収支を黒字化するこ

とを目標として、財政健全化に取り組み、その赤字を半減させるなど着実に成

果を上げた。 

・こうした考え方と成果の上に立って、後戻りすることなく、財政健全化の努力

を中長期的に維持・強化していくことが改革の基本である。  

（２）財政健全化と成長力強化の両立。 

・財政健全化への真摯な取組は、金利上昇リスクの低減、資源配分の効率化など

により潜在成長力を向上させる。他方、成長力強化は、税収増等を通じて財政

健全化ペースを加速化する。 

・こうした相互の好循環を常に念頭に置き、財政健全化と成長力強化の双方を車

の両輪とするバランスのよい経済財政運営を、一貫性をもって継続的に行って

いく必要がある。 

（３）国民に対する責任ある対応。 

・財政健全化は国民全体の課題であり、歳出改革・歳入改革の「全体像」を一体

的かつ中長期的視点からわかりやすく示し、国民への説明責任を果たす必要が

ある。 

・また、「声なき後世代の国民」に対する責任は極めて重く、巨額の負担を公債の

形で後世代に先送りしている状況は、現世代が自らの責任において是正すべき

ものである。 

（４）堅実性（プルーデンス）の重視 

・成長力強化の取組にあたっては、高めの成長を視野に入れる一方、財政健全化

の取組は、国民や市場からの信認を確保すべく、名目成長率３％程度の「堅実

な経済前提」に立つ。 

（５）マクロ経済への配慮と柔軟性 
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・経済の持続的成長と財政健全化を両立させるため、経済が大きく減速する場合

には、財政健全化のペースを抑えるなど、柔軟性をもった対応を行う。 

・潜在成長力の向上などにより税の自然増収がある場合には、財政規律を堅持す

るなど適切に対応する。 

２．財政健全化の時間軸と目標 －「段階的財政健全化」。 

小泉内閣（2001～06年度）を財政健全化の第Ⅰ期と位置づけた上で、第Ⅱ期、第

Ⅲの時間軸と目標を以下のように設定し、財政健全化に一貫性をもって継続的に

取り組んでいく。 

財政健全化第Ⅱ期（2007年度～2010年代初頭）。 

（財政健全化の第一歩である基礎的財政収支黒字化を確実に実現）。 

・第Ｉ期と同程度の財政健全化努力を継続し、2011年度には国・地方の基礎的財

政収支を確実に黒字化する。 

・地方の基礎的財政収支は既に黒字化し、債務残高ＧＤＰ比も低下傾向にある。

財政状況の厳しい国の基礎的財政収支についても、できる限り早期に均衡を回

復させることを目指し、国・地方間のバランスを確保しつつ、財政再建を進め

る。 

・地方については、国と歩調を合わせた抑制ペースを基本として歳出削減を行い

つつ、歳入面では一般財源の所要総額を確保することにより、現在の黒字基調

を維持する。 

財政健全化第Ⅲ期（2010年代初頭～2010年代半ば）。 

（持続可能な財政とすべく、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的引き下げへ）。 

・基礎的財政収支黒字化の達成後も、国、地方を通じ収支改善努力を継続し、一

定の黒字幅を確保する。その際、様々な経済環境下でも、債務残高ＧＤＰ比の

発散を止め、安定的に引き下げることが可能となる「頑健性」を確保する。 

・国についても、債務残高ＧＤＰ比の反転を目指す。 

さらに、より長期を見据え、「債務残高ＧＤＰ比の水準」や「利払い費を含む財

政収支」などフロー、ストック両面の目標のあり方を今後検討する。 

３．改革の原則と取組方針。 

第Ⅱ期、第Ⅲ期を通じ、以下の原則とそれに基づく取組方針に沿って、一貫して

財政健全化に取り組み、選択肢を踏まえつつ、歳出・歳入両面における具体策を

実行する。 

原則１「徹底した政府のスリム化で国民負担増を最小化する」。 

・歳出削減、資産売却、特別会計改革等に最大限の取組を行い、必要となる国民

負担増をできる限り圧縮する。 

原則２「成長力を強化し、その成果を国民生活の向上と財政健全化に生かす」。 

・潜在成長力の強化を通じて実質成長力の向上に努め、その成果により、国民生

活の向上を図り、将来世代を含む国民負担増を圧縮する。 

原則３「優先度を明確化し、聖域なく歳出削減を行う」。 

・特別会計、独立行政法人等を含め、聖域なき歳出削減・合理化を実行する。そ
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の際、優先度を明示し、一律的な歳出削減方式を排す。 

原則４「国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現に向けて協力する」。 

・国・地方それぞれの財政健全化目標に向け、国と地方の相互理解の下でその実

現に向け協力する。 

原則５「将来世代に負担を先送りしない社会保障制度を確立する」。 

・受益と負担の世代間格差を緩和し、持続可能な社会保障制度を確立するため、

社会保障給付のさらなる重点化・効率化を推進する。 

・2010年代半ばに団塊世代が本格的な受給世代となることなど、年金、医療、介

護等の社会保障給付の中長期的な推移を展望しつつ、基礎年金国庫負担割合の

１/２への引上げに要する財源を含め、給付を賄う安定財源を確保し、将来世代

への負担の先送りを止める。その際、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財源とすることに留意する。 

原則６「資産売却を大胆に進め、バランスシートを圧縮する」。 

・最大限の資産売却を進める。資産売却収入は原則として債務の償還に充当し（ス

トックはストックへ）、債務残高の縮減に貢献する。また、資産債務を両建てで

縮減し、金利変動リスクを軽減する。地方にも同様の改革を要請する。 

・適切な公債管理政策を推進する。また、財政健全化をフロー、ストック両面か

ら的確に評価するための公会計制度を計画的に導入・整備する。 

原則７「新たな国民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する」。 

・国・地方を通じた国民負担の増加を最小化した上で、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講じる。その際、「新たな国

民負担は官の肥大化には振り向けず、国民に還元する」との原則を徹底する。 

・歳出・歳入一体改革上の諸課題を踏まえつつ、これまでの与党税制改正大綱に

沿って、経済活性化、少子化対策等にも留意し、消費税をはじめとする税制全

般にわたる抜本的・一体的な改革について、結論を得る。 

・地方税については、地方全体としては既に基礎的財政収支が黒字になり、今後

もその改善が見込まれることも踏まえつつ、税源移譲を含む財源構成のあり方

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一体的に

検討する。 

４．第Ⅱ期目標の達成に向けて。 

（１）目標達成に必要な要対応額（歳出削減もしくは歳入増が必要な額）。 

・2011年度に国・地方の基礎的収支を黒字化するために、今後、必要となる対応

額は、一定の前提の下、16.5兆円程度と試算される（過日、国会で成立した医

療制度改革の効果を反映）。この数値は、現時点における目標達成の目安となる

ものである。 

（２）歳出改革。 

①歳出改革に向けた基本姿勢。 

・機械的に歳出を一律に削減するという手法ではなく、制度的な見直しにまで立

ち入った、徹底した歳出の見直しを行い、国民生活への影響も十分に吟味しつ
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つ、メリハリのある歳出改革とする必要がある。 

・国会、裁判所に対しても、同様の取組みを要請する。 

・国民負担の増加をできるだけ小さなものとするために最善の努力を尽くすこと

を基本方針とする。歳出削減が不徹底ならば、その分だけ国民負担が増加する

ことに留意しなければならない。 

・新たな財政需要については、既存経費の削減等によるなど、目標に沿って対応

する。 

②各分野における歳出改革の具体的内容（別冊）。 

③歳出改革内容の定期的な見直し。 

・上記②の歳出改革の内容を2007年度からの５年間に計画的に実施していく必要

がある。 

・その時々の経済社会情勢に配慮しつつ、基礎的財政収支の黒字化目標の達成に

向けた現実的な対応をとるため、2011年度までに取るべき歳出改革の内容につ

いて、毎年度、必要な検証・見直しを行っていくこととする。 

（３）歳入改革。 

・歳出削減を行ってなお、要対応額を満たさない部分については、歳出・歳入一

体改革を実現すべく、歳入改革による増収措置で対応することを基本とする。

これにより、市場の信認を確保する。その際、基礎的財政収支の黒字化目標の

着実な達成、安定的な社会保障財源の確保（基礎年金国庫負担割合の引上げに

要する財源を含む）、中長期的な政府債務残高ＧＤＰ比の引下げの必要性及び国

と地方の財政状況などを考慮し、必要な歳入改革を行う。 

５．第Ⅲ期における歳出・歳入一体改革。 

長期的な目標やあるべき姿を考えつつ、当面の対応を行っていくことは重要であ

る。但し、その際、一定の幅をもってみることが必要である。 

（１）改革の基本的な方針。 

・我が国の財政は、基礎的財政収支が黒字化しても、利払い費を含めた財政収支

の赤字は依然として大幅なもの（ＧＤＰ比３～４％程度）となり、金利が１％

上昇すれば財政赤字のＧＤＰ比は１％以上上昇するなど金利変動に対し脆弱な

状況が続く。債務残高ＧＤＰ比の発散経路からの早期脱却は不可避の課題であ

る。 

・また、いわゆる団塊の世代が基礎年金受給世代となり、老人医療、介護等の給

付の増加が見込まれ、社会保障の効率化と持続可能性の確保も大きな課題であ

る。 

・こうした点を踏まえ、２．で述べた第Ⅲ期目標の実現に向け、第Ⅱ期との連続

性を確保しつつ、一貫性をもって歳出・歳入一体改革に取り組む必要がある。

併せて、社会保障のための安定財源を確立し、将来世代への負担の先送りから

脱却することを目指す必要がある。 

（２）経済の前提と基礎的財政収支の黒字幅。 

・2010年代半ばにおいて、債務残高ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に低下させる
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ためには、国・地方合計および国、地方それぞれの基礎的財政収支について一

定の黒字幅を確保する必要がある。 

注記は省略します。 

・現時点で、2010年代半ばまでの経済金融情勢を見通すことは困難であり、必要

な黒字幅について決め打ちすることには慎重であるべきであるが、財政健全化

の取組みに対する市場の信認を確保するためには、様々な経済前提の下でも確

実に債務残高ＧＤＰ比が安定的に低下もしくは反転する「頑健性」を確保する

ことが必要である。 

・とりわけ国債市場の信認が揺らげば、経済全体に大きな影響を及ぼすことは留

意されるべきである。 

（３）中長期的な「選択肢」。 

・第Ⅱ期における取組との連続性を踏まえつつ、第Ⅲ期の目標達成に向けた歳出・

歳入両面の改革の組合せが中長期的な歳出・歳入一体改革の「選択肢」となる。 

・その際、「国のかたち」をわかりやすく示す観点から、まずは政府の支出規模（国・

地方合計、利払いを除く）のＧＤＰ比に着目して検討する。また、社会保障の

ための安定財源確保の状況等の観点からも検証する。 

（歳出改革）。 

・政府の支出規模については、第Ⅱ期において最大限の歳出削減努力が行われる

ことを踏まえて、第Ⅲ期については、以下のシナリオが考えられる。 

シナリオ１ ＧＤＰ比で概ね横ばい。 

シナリオ２ ＧＤＰ比で1/2％程度低下するケース。 

シナリオ３ ＧＤＰ比で1％程度低下するケース。 

（歳入改革）。 

・歳入面については、歳出改革だけでは目標達成に不足する分について収支改善

努力を行う。その規模については、上記（２）の「頑健性」に照らして判断す

る必要がある。 

・また、全体の収支改善努力と整合をとる中で、社会保障の安定財源を確保する

ため、消費税を社会保障財源として明確に位置付けることについても、選択肢

の一つとして、検討すべきである。 

・上記を踏まえた、中長期的な財政運営上の選択肢は別紙のとおりである。抜本

的一体的な税制改革においては、こうした選択肢を踏まえて検討していく必要

がある。 

・本格的な人口減少・高齢化社会を迎える2010年代半ばに向けて、どのような歳

出水準を目指すべきか、その内容はどうすべきか、国民負担の水準はどうある

べきかなどは、我が国の行く末を決定づける意味を持つ大きな課題である。 

（４）今後の取組。 

・今後、歳入改革の具体的な議論を含め、更に検討を深め、今年度中を目途に、

歳出・歳入一体改革の結論を得るものとする。 

６．2007年度予算編成に向けた対応。 
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2007年度予算は、今後５年間の新たな改革に向けた姿勢を問われる重要な出発点

である。これまで行ってきた改革を後退させるものであるとの誤解を招くことが

あってはならない。 

財政健全化に向けて、責任ある新たな第一歩を踏み出したことの象徴となるよう、

概算要求基準についても、従来の改革努力を堅持・強化するような厳しい基準を

設定し、メリハリの効いた歳出見直しを行う。 

同時に、将来に向けた明るい展望を切り拓き、活力ある社会の実現を目指して、

成長戦略大綱の実現や少子化対策等のために所要の対応を行っていくことも重要

である。 

中身につきましては、以上であります。歳入改革につきましては、これまでの

民間議員のペーパーの内容等を記載しておりますが、今後、与党の税制調査会に

検討をお願いするということを伺っております。そのあたりのところについては、

更にこの中に入れ込むことになってくるとに考えております。 

以上であります。 

(与謝野議員） ありがとうございます。 

   次に、谷垣大臣から発言があります。 

(谷垣議員） 今、本間先生から御説明をいただいたわけですが、これまでの半年余り

の経済財政諮問会議の議論を踏まえて、この歳出・歳入一体改革で論じなければ

ならない点を的確に整理していただいたと思っております。 

   第Ⅱ期の目標として、できる限り早期の国のプライマリー・バランス均衡を目

指す、それから第Ⅲ期の目標として、国ついても債務残高ＧＤＰ比の反転を目指

すということを明記していただいておりますが、国債の信認維持というような観

点からも、ぜひこれは「基本方針2006」に入れていただきたいと思っております。 

それから、第Ⅲ期の改革につきましては、一つに決め打ちということではなく

て、先々の選択を過度に縛らないようにするという配慮の中から、複数の道筋を

示すという工夫をしていただいているのだと思いますが、具体的な取組みについ

てはこれからの議論ということになるわけでございますが、金利が成長率を上回

るような環境のもとでも、債務残高ＧＤＰ比を引き下げていくことが大事である、

という点を改めて主張させていただきたいと思います。 

   来年度の予算編成につきましても、今後５年間の新たな改革に向けた姿勢を問

われる重要な出発点であります。したがって、概算要求についても、今までの小

泉内閣の努力を継続してメリハリをつけたものにすべきだという御指摘をいただ

いておりますが、私どももまことにそのとおりだと思っておりまして、その旨を

「基本方針2006」にも明記していただく必要があると思っております。 

   それから、消費税を社会保障財源として位置づけるということにつきましては、

中長期的な観点を踏まえますと、第Ⅲ期の検討事項ということだけではなくて、

第Ⅱ期においても、やはり検討する必要があると考えております。 

   以上でございます。 

(与謝野議員） それでは、御意見のある方は自由に御発言をいただきたいと思います。
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どうぞ。 

(竹中議員） 今、谷垣大臣がおっしゃったように、これまでの議論を非常にうまく、

きれいに整理してくださっていると思います。その上で、これが「基本方針2006」

の重要な部分を占めることになり、文言についてはいろいろな役所間でのやりと

りがあると思いますので、そういう点については、事務的に委ねればよい話だと

思います。 

前回申し上げました社会保障の給付を賄う安定財源、これは給付以外の費用に

ついてどう考えるのかという問題提起をさせていただきました。そして、財源構

成がわからない税源移譲も含むのではないかということに関しては、「税源移譲を

含む財源構成のあり方」という修正をいただいています。一方で、党の方の言葉

は「税源移譲を含む税源配分の見直し」などでありますので、その整合性も含め

て、事務的にやっていただければよい話だと思います。 

   ５ページ目の第Ⅲ期のところで、シナリオ１、シナリオ２、シナリオ３という

ものを、こういう形で出していただくのは、本日初めてであると思いますが、こ

れは一つの考え方だと思います。ただ、これが「横ばい」、「２分の１」、「１％」、

これがどういう意味を持っているのかというのは、ちょっとこれだけではわから

ない。プラス0.5％、マイナス1.5％は選択肢としてないのか、これが経済全体に

どのような影響を与えるかというシミュレーション等々と一体になって初めて意

味を持ってくるのだと思います。もちろん、これはシミュレーションをまだやっ

ていないので、今後の対応としては、シミュレーションを含めてしっかりと検討

していく、というようなことを明記されるのがよろしいのではないかと思います。 

   それともう一つ、これはお願いといいますか御相談でありますが、これまでこ

の場で歳出・歳入一体改革の一環として、国と地方問題を随分と議論してきまし

た。例えば、５月10日に民間議員からペーパーを出していだたいて、私も５月10

日に提案をして、かなり一致点があった。６月７日にも民間議員はペーパーを出

しております。３月29日の諮問会議では、総理から、配分の仕方がわかりにくい、

もっとわかりやすい交付税の仕組みが必要ではないかというようなことや、不交

付団体が１割もないというのはおかしいと、半分ぐらいが本来ではないかという

ような御指摘がありました。今まで交付税の話というのは、過去数年間不十分だ

った点があるわけですけれども、この半年間そうした問題を随分議論しており、

その成果をきちんと「基本方針2006」にぜひ織り込んでいただきたいと思います。

これは後の「基本方針2006」の目次のどこに入るかということだと思うのですが、

「国と地方」とかそういう一つの項目、それは大きな項目か小さな項目かはとも

かくとして、ぜひ立てていただいて、この半年間の非常に密度の濃い、この諮問

会議の成果を反映していただくようにぜひお願いを申し上げたいと思います。 

(与謝野議員） 他に御意見。どうぞ本間議員。 

(本間議員） 今、竹中総務大臣のお話はもっともな御指摘でございます。今日私が朗

読をいたしましたペーパーの後に、中長期の「選択肢」についてのイメージを添

付しております。これを少しわかりやすく整理させていただきながら、今の御指
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摘については、図表等でしっかりと対応していきたいと考えております。 

   それから、国と地方の問題につきましても、御指摘のとおり、いろいろ議論が

ございました。その点につきましても、計数を整理しながら、どのようなイメー

ジになっていくかということをつけ加えたいと思います。 

(与謝野議員） それでは、とりまとめをしてよろしいですか。 

(小泉議長） はい。 

(与謝野議員） それでは、有識者議員から出されました基本方針案は、基本的にこの

案の方向で御賛同が得られたと考えております。これらを踏まえまして、本案を

さらに検討し、次回の経済財政諮問会議に提出する「基本方針2006」の原案に反

映したいと考えております。ぜひ、皆様方の御協力、各省の御協力をお願い申し

上げたいと思います。 

   なお、繰り返しでございますが、歳入改革では、本日、安倍官房長官より与党、

特に両党の税制調査会長に御検討を依頼したわけですので、明日からその検討が

始まると思いますので、その結論を待って「基本方針2006」にどのように書くか

ということを決めさせていただきたいと思っております。 

   以上です。 

   総理から何か。 

(小泉議長） いいです。 

(与謝野議員） よろしいですか。 

(小泉議長） 結構です。 

 

○「基本方針2006」に向けて 

(与謝野議員） では、以上をもちまして、歳出・歳入一体改革につきましては、議論

を終了いたします。 

   次に、「経済成長戦略大綱」でございますが、これも今日の午前中の政府・与党

の会議で一応の了承をいただいております。二階大臣からこれについての御説明、

そして今日御了承をいただければと思っております。お願いします。 

(二階議員） 「経済成長戦略大綱」につきましては、前回も本文と工程表をお配りし

ておりますが、具体的な施策と定量的な目標について御説明をいたしました。本

日は、政府・与党での最終的な調整を反映させた大綱について諮問会議決定をい

ただくため、お諮りをいたしたいと思います。 

   本大綱は、国民の皆さんが勇気を持てる明るい未来を具体的にお示しすること

が重要と考え、皆様の御賛同と御協力を賜りながらとりまとめを行ってまいりま

した。 

お手元にお配りした「経済成長戦略大綱」の３ページをご覧いただきたいと思

います。これには、明るい未来を示すという具体的な数字として、今後10年間で

年率2.2％以上の実質経済成長を視野に、政府一体となって「経済成長戦略大綱」

の政策を実行してまいりたいと思います。 

また以前、私の方から国民の真の豊かさを計る物差しとして、国民の真の豊か
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さを測る物差しとして、海外における利息、配当等を含む総所得、いわゆるＧＮ

Ｉの重要性につきまして提起させていただきました。「経済成長戦略大綱」では、

実質ＧＮＩで見た場合に、年率2.4％以上、人口減少下でありますから、一人当た

りは2.5％以上となるのではないか。足元の経済と比較して、2015年の一人当たり

の実質ＧＮＩは３割増しとなる、との見通しであります。 

さらに、大綱に盛り込まれた個別施策による成長の押し上げ効果についても、

技術革新、ＩＴ、サービス、人材といった分野で、それぞれ具体的な数字を示し

ております。 

   続いて19ページでありますが、竹中大臣から前々から御提案をいただいており

ます通信・放送分野の改革については、政府・与党の合意を受けて、「生産性の向

上」の章に新たに１項目を設けて、「世界最先端の通信・放送に係るインフラ・サ

ービスの実現」を加えました。「経済成長戦略大綱」の施策を関係省庁の御協力の

もとに、工程表を作成しまして、今後は毎年進捗状況を点検し、ローリングしな

がら着実に実行し、日本の明るい未来を実現してまいりたいと思います。引き続

き、皆様の御協力をお願いいたします。 

   大綱は、「グローバル戦略」や「新経済成長戦略」等を統合したものであります

が、「新経済成長戦略」は、今日から一般に公表させていただきたいと思っており

ますが、広く国民の皆様方にこの政府の方針を知っていただくことを目指して、

この度本の形に取りまとめたものであります。出版に当たり、総理からも「改革

なくして成長なし」との激励の言葉をいただき、それを帯にそのまま載せさせて

いただいております。 

   産業構造審議会では６回の審議でありましたが、さらに経済財政諮問会議では、

それを上回る11回の御議論をいただきました。何れも貴重な御意見をいただき、

感謝しております。 

   なお、「新経済成長戦略」をまとめるに当たりまして、その都度いただきました

御意見をできるだけ反映させるように努力をいたしました。 

   以上でございます。 

(与謝野議員） ありがとうございました。諮問会議から二階大臣にお願いをして取り

まとめをしていただきましたが、大変御尽力をいただいたことを感謝申し上げま

す。 

以上の二階大臣の御報告について何か御意見、御感想がありましたらお願いを

申し上げます。 

(二階議員） ちょっと追加よろしいですか。重要といいますか、必要な関係閣僚の皆

さんには、私自身それぞれの役所を訪問して大臣の御意見を頂戴し、また、我々

の側の説明してまいりました。政府・与党の方でありますが、先般、自由民主党

本部に武部幹事長を訪ねて御報告をし、了解を得てまいりました。公明党の冬柴

幹事長との間では、時間の調整がなかなか進んでおりませんでしたが、今日、冬

柴幹事長の方から経済産業省の方へお越しいただきまして、そして御説明の結果、

御了承をいただいたという次第でありますので、申し添えておきたいと思います。 
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(与謝野議員）  ありがとうございました。牛尾議員。 

（牛尾議員） 大変に立派なものを作っていただき、感謝しております。サッカーで

もそうですが、世界の競争は厳しいということは、あらゆる局面で我々は痛感す

ることがあります。日本人は、ともすれば仲間内で褒め合って、この程度だろう

と思う国民性がありますが、国際競争というのは、３年先、５年先を考えると、

一刻たりとも油断できないし、また人口減、人口増、いろいろな国々があり、特

に日本に学ぶということが非常に大きな焦点になります。そのため、我々は相当

な努力をしないといけないので、この戦略が国民一人一人のインセンティブにな

るような広げ方をぜひお願いしたいと思います。 

   以上です。 

(与謝野議員）  総理、何か。 

(小泉議長） 改革が行き過ぎているという声があるが、とんでもないことであり、改

革のやり方の問題だ。改革しないでどんな成長があるのか。これは非常に元気が

出るんだよ。商店街だってそうだ。寂れたところをどうやって改革しようかと考

え、生き返っている人がたくさんいるんだ。国会だと駄目な部分ばかり言うが、

駄目な部分をどうやって成長させるか、という努力をしているところがたくさん

あるんだ。これは非常に元気出るよ。 

(二階議員） 商店街も77を選んだのですが、本当の商店街というのは３万ぐらいある

ようであります。そこで、この77の商店街同士もお互いに競争し合って、また協

力し合って、状況の調査にお互いに出向いたりして、非常に活発な動きが始まっ

てきたということがありありと役所の方へ伝わってくるわけであります。前にお

示ししました中小企業の300社についても同じようなことが起こっておりまして、

中小企業同士が技術交流する、そういうことがだんだん高まってきたと思ってお

ります。 

先般、いろいろな国からの連絡、また出先からの報告を聞いておりますと、そ

れぞれの国が日本の中小企業と結婚したい、つまり一緒に何かやりたいという話

も出てまいりました。これはこれから慎重にやらなくてはいけませんが、傾向と

しては素晴らしい傾向だと思っております。 

(与謝野議員）  それでは、二階大臣の「経済成長戦略大綱」を諮問会議として御了承

いただきたいと思います。よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

 

(与謝野議員）  ありがとうございます。それでは、次の議題は「基本方針2006」の素

案です。これは、党あるいは各省と一歩ずつお打ち合わせをしながらやっており

ます。目次につきましては、既に諮問会議で御了承いただいておりますので、そ

れに沿って調整をしておりますが、本日、財政・経済一体改革会議の実務者協議

会で合意された歳出削減につきましては、「基本方針2006」の中に入れる。また、

歳入につきましては、税調の方の議論が終わりまして、与党としての方針が固ま

り次第、「基本方針2006」の中に入れると、こういう作業の手順で行いたいと思い
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ます。 

   なお、総理は明日からアメリカに行かれますので、７月上旬に諮問会議を予定

しておりますので、遅くとも７月上旬には最終的な案を完成させ、閣議決定する。

そういう手順でいきたいと思っております。 

   以上でよろしいですか。 

(小泉議長） よろしくお願いします。 

(与謝野議員）  最後に何か総理から。 

(小泉議長） いいです。よろしくお願いします。 

(与謝野議員）  今日は大変予定時間よりも早く終わりました。御協力ありがとうござ

いました。 

(小泉議長） それだけ水面下の協議が反映してしまっている（笑）。 

 

（以 上） 


