
平成 18 年第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年７月７日(金) 17:04～17:50 

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)取締役相談役 

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）「基本方針 2006」について 

（２）今後の経済動向と「19 年度予算の全体像」について

３． 閉 会 

（説明資料） 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006 

○平成 18 年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府） 

○19 年度予算の全体像に向けて（有識者議員提出資料） 

○谷垣議員提出資料 

（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第 17 号について 

○経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（概要図） 

○歳出・歳入一体改革について（有識者議員提出資料） 

○歳出歳入一体改革について（竹中議員提出資料） 

○ 近の地域活性化策（安倍議員提出資料） 

○ 近の地域活性化策－都道府県別の施策一覧－（安倍議員提出資料） 

（概要） 

○「基本方針 2006」について

（与謝野議員） 「基本方針 2006」について、総理から諮問をいただく。 

（小泉議長） 本日は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」の作成を諮

問することとしたい。 
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（与謝野議員） それでは、「基本方針 2006」について、前回は２か所ペンディングが

あったが、調整が完全に済んだので、案として御報告する。 

本案に関して、谷垣議員より発言の申し出がある。 

（谷垣議員） 「基本方針 2006」においては、歳出・歳入一体改革について、今後取り

組むべき課題と基本的な方針が明示された。取りまとめに至るまでの、与謝野議員

をはじめとする関係各位の御努力に、改めて心から感謝を申し上げたい。 

   歳出・歳入一体改革は、将来世代への負担の先送りをやめて、国債の信認維持に

よって、我が国経済の安定的発展を支えるという観点から大変重要な課題である。

特に、「基本方針 2006」では、国の債務残高ＧＤＰ比の安定的引下げという考え方

が盛り込まれた。国債の信認維持の観点も踏まえて、今後、国の財政運営について、

どういう具体的目標を設けるべきか等も含めて、具体的取組について検討を更に深

めていく必要があると考えている。 

（奥田議員） 「基本方針 2006」は、成長戦略や歳出削減について、多くの具体策を盛

り込んだ点で、小泉内閣の 後を締めくくるに大変ふさわしい意欲的なものに仕上

がったと思う。 

とりわけ、歳出については、2010 年代の初頭に向けて、11 兆円以上の削減策を

示して、財政の健全化に向けた当面の道筋をつけたと思う。今後は、これを確実に

実現していくということであるが、特に、社会保障や地方財政など、制度改革ある

いは法改正を必要とするものについては、早期に改革工程を具体化し、いわゆるＰ

ＤＣＡのサイクルを回しながら、着実に改革の成果を高めていく必要がある。 

税制改革については、今後、具体的な検討をお願いしたい。その際、今回明記さ

れた債務残高ＧＤＰ比の安定的引下げ、あるいは経済の国際競争力の強化、社会保

障の安定財源の確保、こうした観点が重要になる。ぜひ、その点について御配慮を

お願いしたい。 

（本間議員） 政府・与党を挙げた関係者の御努力により、立派な基本方針をまとめて

いただいたことに、民間議員としても深く感謝申し上げる。今後は、改革の実行に

移っていくと認識しているが、その際の諮問会議の役割について、幾つか御提案を

させていただく。 

2010 年代初頭の基礎的財政収支の黒字化に向けては、与党の大変な御尽力もあり、

選択肢の提示にとどまらず、５年間にわたる各歳出分野における具体的な削減策と、

歳出削減額を含む歳出削減プログラムが取りまとめられた。今後、各年度、経済情

勢等を踏まえつつ、具体的な歳出削減が実行されていくことになるが、諮問会議と

しては、経済社会状況等をよく調査分析して、今後とも、歳出改革全体をリードす

る議論を行っていかなければならないと考えている。 

歳入改革については、与党の税調から、抜本的な税制改革に向けての基本的な方

向が示された。これは大変意義のあることだと考えている。今後、その具体化に向

けて作業が本格化していくと考えているが、諮問会議としても、ぜひあるべき税制

の姿について議論を深めていくことが必要である。 

2010 年代半ばに向けて、国・地方それぞれの債務残高ＧＤＰ比の安定的引下げと

いう、財政健全化にとって極めて大きな意味を持つ目標が設定された。この目標の

具体化に向けて、どのような具体的・定量的な目標設定がふさわしいか、またその

ための選択肢はどうあるべきか、今回かなり密度の濃い議論を行ったが、そうした

議論の経緯も踏まえつつ、諮問会議において今後も更に検討を深めて、できる限り

早期にきちんと方向を定めていく必要があると考えている。そのことが、我が国の

財政に対する内外の信認の維持につながっていくと判断している。 
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こうした観点から、歳出・歳入一体改革については、これまで民間議員が提出し

た資料のうち、今後の議論にとって重要と思われるものを改めて提出させていただ

いた。諮問会議の役割は、国民に対する説明責任、政策決定のプロセスの透明化な

ど大変重いと考えるので、今後ともよろしくお願いしたい。 

政府と与党との関係は、国によっていろいろタイプが違うわけだが、恐らく３つ

ぐらいに分類される。まず、アメリカのように政府と党というのが比較的独立した

形で、政府案と議会案を対峙しながら議論をしていくタイプ。次に、イギリスのよ

うに、政府の中に与党の主要なメンバーが閣僚及びそれを補佐する形で入っていっ

て意思決定をしていく政府主導型のタイプ。さらに、旧社会主義国におけるような

党主導型のタイプもある。これをどう使い分けていくかは、今後とも、政策意思決

定において重要なポイントになってくる。ぜひ、その点についても、定型化等の議

論を深めていく必要がある。 

（牛尾議員） お二人がおっしゃったことと全く同感だが、特に中期的な視点に立った

具体的な計画をまとめられたことは大変な成果であったと思う。ただ、従来と違っ

て、政府・与党の方にかなり多くの力を割いてもらって結論を出したため、諮問会

議が本来果たしてきたような重大な決定の経過について諮問会議で議論すること

によって、一般の人にプロセスを知らせていくということがやや欠落したというこ

とは事実である。そのため、平成 19 年度予算についてこれから概算要求等で質疑

を展開していく時に、ことさらに諮問会議の中で議論をして、中期的なものをまと

めながら国民に議論の経過を伝えていく努力をすることがトータルとしては好ま

しいと思う。諮問会議の存在によって、重要な決定がオープンになったという評価

については、そういう意味で引き続き維持していきたいと思う。そのことについて

はぜひ考えてほしいということをお願いしたい。 

（小泉議長) 日本型というのは、今の３つの例に当てはまる場合もあるし、当てはま

らない場合もあるわけで、かなり融通性がある。 

（本間議員） 非常に弾力性があるやり方だと思う。 

（小泉議長） その時々の総理によって変わってくる。 

（本間議員） そう思う。 

（小泉議長） 極めて重要な日本型だな。 

（奥田議員） 日本型だが。 

（牛尾議員） 幅が広い。 

（本間議員） 総理・総裁のリーダーシップが国民にわかりやすいのは、政府で諮問会

議等を使いながら、小泉総理がこの５年間なされてきたような姿、形が非常に透明

感のあるものだったからだと思う。今回、与党の方で歳出削減についての議論をし

ていただいたので、そういう調整の時と立案の時の組み合わせをどう考えるのか、

しっかりとプロセスを熟慮していくということだと思う。 

（牛尾議員） 与党が単一の場合と複合的な場合でも違うから。そういうことは非常に

うまく乗り切ったと思うが、難しさがある。 

（小泉議長） 国会の委員会は質疑のあり方も全然違うから。同じ制度でイギリスと日

本とは違うし、もちろんアメリカとは違うし。 

（与謝野議員） それでは、「基本方針 2006」の（案）を経済財政諮問会議の答申とす

ることでよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） それでは、そのようにさせていただく。 

   歳出・歳入一体改革は、今般決定した経済成長戦略大綱とあわせて、今後の経済
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財政運営に当たっての小泉内閣としての今後の羅針盤をつくるという意義を有す

るものであったと私は認識している。それだけに極めて重要であるとともに、困難

な作業であったが、諮問会議と与党が適切な役割分担の下、一体となって議論を進

めることによって取りまとめに至ることができたと考えている。 

６か月以上にわたって、皆様方に御議論いただき、御協力をいただいたことを心

より感謝を申し上げたいと思う。 

また、今後、改革の具体化に当たっては、諮問会議としては、今後とも鋭意取り

組んでいくこととしたいと思うので、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） それでは、引き続き御協力をよろしくお願い申し上げたい。 

（小泉議長） 本日は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」を答申いただ

き、議員の皆様方に厚く御礼申し上げる。 

これを早急に閣議決定して、今後の経済財政運営及び構造改革に関する政府の基

本方針とする。 

改革に終わりなし。今後も改革を進めていくということに変わりはない。「基本

方針 2006」に基づき、これからの 10 年を「新たな挑戦の 10 年」と位置づけて、成

長力・競争力強化、財政健全化、安全・安心、そして柔軟かつ多様な社会の実現に

しっかりと取り組んでいただきたいと思う。今後ともよろしくお願いする。 

（与謝野議員） 本日この後、閣議決定を本方針について行う予定である。 

○今後の経済動向と「19 年度予算の全体像」について

（与謝野議員） 諮問会議においては、経済と財政を一体にした議論を行うことが重要

であることから、まず、今後のマクロ経済動向についてお示しした上で、「予算の

全体像」の議論を行うこととしたい。 

今後の経済動向に関し、「平成 18 年度経済動向試算（内閣府試算）について」と

いう資料に沿って内閣府浜野統括官から御説明する。 

（浜野内閣府政策統括官） お手元の「平成 18 年度経済動向試算（内閣府試算）につ

いて」を御覧いただきたい。 

内閣府において、 新の経済指標等を踏まえ、18 年度の経済動向について試算を

行った。試算の前提は、資料の（注３）にあるように、為替レート、原油価格につ

いて想定している。 

その上で、世界経済は着実な回復が続いており、国内においても、企業部門、家

計部門ともに改善が続いている。 

こうした状況を踏まえ、実質経済成長率、名目経済成長率ともに１月の政府経済

見通しをやや上回る状況と見ている。ここでは、実質 2.1 ％程度、名目 2.2 ％程

度と試算している。 

物価については、景気回復の持続により、需給ギャップ、雇用所得環境が改善す

る中で、国内企業物価、消費者物価とも経済見通しよりも若干上回ると見込んでい

る。ＧＤＰデフレーターについては、原油高による影響等があるので、政府見通し

と同じ 0.1 ％程度と見込んでいる。 

続いて、参考として、有識者議員ペーパー「19 年度予算の全体像に向けて」の３

枚目、「平成 19 年度マクロ経済の想定」について御説明する。 

   この「平成 19  年度マクロ経済の想定」は、「予算の全体像」の議論に資するため

に、一定の前提に基づいて、現時点で想定できる 19 年度のマクロ経済の一つの姿

を描いたものである。これによると、世界経済の着実な回復が続く下で、我が国経
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済は自律的・持続的な経済成長が実現すると想定している。具体的には、実質国内

総生産は２％程度、名目国内総生産は２％台半ばと見ている。 

物価については、国内企業物価、消費者物価及びＧＤＰデフレーターの３つの物

価指標は、それぞれ１％弱、１％弱、０％台半ばといずれも安定的に推移すると見

込んでいる。 

（本間議員） 資料「19 年度予算の全体像に向けて」について説明する。 

「予算の全体像」は、平成 15 年度予算編成より総理の指示で開始されたもので

ある。昨年は衆議院議員選挙もあり、１回議論した後、持ち回りで確認をしたわけ

だが、今年は今日御議論いただき、次回確定させていただきたいと考えている。そ

れを受けて、財務省に概算要求基準を作成していただくと同時に、総務省において

も地方財政計画の策定を開始していただきたい。 

１ページの「１．経済・財政の現状・見通し」の「経済動向の見通し」だが、浜

野統括官から説明があったとおり、我が国経済は引き続き堅調な動きをすると考え

ている。この軌道をしっかりと中長期的に引き延ばし得るような努力をしていかな

ければならない。 

「財政状況」についても、国と地方の基礎的財政収支赤字は、14 年度のＧＤＰ比

5.7 ％から、歳出削減を中心とする財政収支改善努力と 近の税収増により、ＧＤ

Ｐ比 2.4 ％程度に縮小すると見られている。 

国の一般会計の基礎的財政収支赤字も 15 年度の 19.8 兆円から、18 年度には当初

予算ベースで 11.2 兆円となり、税収増により更に改善すると見込まれている。 

「２．平成 19 年度予算編成に向けて」では、平成 19 年度の予算編成に向けての

ポイントを書いている。確実に 2011 年度に基礎的財政収支の黒字化を実現すると

いうことをしっかりと踏まえて、今年はそのスタートの年である。総理も強調され

ているように、その芽出しをいかにしっかりと踏み出すかということである。 

   ①は、改革の努力を継続し、厳しい概算要求基準を設定する、ということである。

財務省に御努力を頂いて、しっかり設定していただきたい。 

②は、当然のことながら、19 年度予算において思い切った歳出削減を行う。しか

も、経済が基本的に強いということもあるので、これを十分吸収できる環境にある

と考えている。 

③は、国・地方のバランスである。地方を全体として見ると、基礎的財政収支は

黒字になっている。債務残高ＧＤＰ比も低下しつつあることを踏まえ、国・地方間

のバランスを確保しながら、財政健全化を進め、協力していっていただきたい。 

④は、将来に向けた明るい展望である。今回は、競争力強化・成長戦略と財政健

全化を二本柱にしてきたので、これに対して所要の対応をとっていく。同時に、更

に中長期的には少子化対策等の問題があり、いかに予算の中でそれを反映させてい

くかということは一つのポイントになるだろう。そのため、新規施策の要求に当た

っては既存施策の廃止・縮減を行うことを徹底するなど、予算配分の重点化・効率

化を行う必要があると考えている。 

⑤は、歳出・歳入一体改革の具体化、抜本的・一体的な税制改革である。19 年度

予算編成と並行して、「基本方針 2006」を踏まえて所要の制度改革を推進する。ま

た、抜本的・一体的な税制改革、中長期の「歳出・歳入一体改革」の具体化に向け

た取組を強力に推進する。 

「３．平成 19 年度予算の骨格」は各論である。「基本方針 2006」に盛り込まれた

今後５年間の歳出改革方針を踏まえ、 大限の歳出削減を行っていただきたい。 

「①社会保障」については、社会保障を持続可能なものとするため、社会保障給

5


平成 18 年第 19 回経済財政諮問会議 



付について一層の合理化・効率化を進め、自然増の抑制を図っていただきたいと考

えている。過去５年間の改革における、国費 1.1 兆円、国・地方あわせて 1.6 兆

円に相当する減額を踏まえ、改革努力を継続するということ。失業等給付の国庫負

担については、廃止を含む見直しを行うこと。生活保護について見直しに着手し、

改革を実施に移すこと。 

「②人件費」については、既定の改革を確実に実現するとともに、定員・給与両

面で「基本方針 2006」に盛り込まれた更なる改革に着手していくことが必要だろう。

国、地方について５年間で 5.7 ％減以上の定員純減を行っていくということは、

改めて申すまでもないことと思う。国、地方とも民間給与水準の準拠を徹底する更

なる措置をとるなど、給与構造改革を強力に推進していく必要があろう。 

「③公共投資」については、事業分野ごとのメリハリ付けの強化、コスト縮減等

により、国、地方とも前年度比３％減の継続を行う。この方針を守っていただきた

い。 

「④その他分野」についても、徹底した歳出削減を進める。国民から不信を買う

ようなことがないように努力をしていく必要性があると考える。 

「⑤地方財政」については、地方財政計画による計画と決算の乖離につき、19

年度予算で解消をしていただきたい。一般行政経費（単独）は、乖離是正措置とあ

わせて 18 年度と同程度に抑制をする。地方財政収支について、折半対象財源不足

（18 年度で 1.4 兆円）を解消する。さらに、国と地方の財政状況等を踏まえ、ま

た、上記のような対応をとることにより、交付税総額の抑制を図る。 

（谷垣議員） 平成 19 年度予算編成の出発点となる概算要求基準については、早急に

策定作業を進めていきたいと考えているが、今日は現時点での私の考え方を提出資

料に沿って説明したい。 

   平成 19  年度の概算要求基準の策定に当たっては、「基本方針 2006」を踏まえ、

大限の歳出改革を実現できるように、まず従来の改革努力を継続するという観点か

ら、改革の梃子となってきたこれまでの概算要求基準を踏まえ、厳しい基準を設定

したい。 

２番目に、その際、各分野ごとに今後５年間の歳出改革の内容も踏まえ、改革の

初年度にふさわしい基準を検討することが必要。 

それから３番目として、きめ細かなメリハリ付けが可能となる仕組みを考えてい

く。 

以上３点を基本的な考え方として臨みたい。 

具体的には、以下の方針で検討していきたいと考えているが、経費分類について

は、歳出改革の具体的内容に沿って、できる限り分野ごとに焦点を当てるという新

たな視点を導入したい。 

各分野の具体的基準については、社会保障は、歳出改革の具体的内容の中で触れ

られている５年間で 1.1 兆円の改革努力の継続という方針に沿い、制度改革を実現

する。 

それから、公共事業は、これも歳出改革の具体的内容に沿って、昨年と同様の厳

しい基準であるマイナス３％を堅持する。 

そのほかの分野は、従来の改革努力の継続ということで、去年と同様の厳しい基

準を設定する。なお、科振費、それから国立大学・私学助成、防衛、ＯＤＡについ

ては、歳出改革の具体的内容も踏まえながら、改革の初年度としてふさわしい厳し

い基準を設定する。 

公務員人件費については、給与構造改革、定員純減を可能な限り反映する。 
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それから、メリハリの効いた歳出見直しを行うために、昨年度と同様、十分な要

望額を確保すると同時に、厳しい削減も踏まえ、重点化すべき課題に対応しながら、

きめ細かな配分調整を行うための加算措置を設定するといった仕組みを盛り込み

たい。 

それから、独立行政法人の人件費、公益法人への補助金、公益法人等との随意契

約などの見直しについても、要求・編成過程を通じて確実に反映していきたい。 

以上のような考え方に基づいて具体的基準の策定を進めていくが、19 年度予算は

今後５年間の歳出改革の初年度となる重要な予算である。財政健全化に向けて責任

ある歩みを踏み出したということの象徴となるよう、各位の御協力を心からお願い

したい。 

（二階議員） 「経済成長戦略大綱」については、この諮問会議で決定され、また昨日

の財政・経済一体改革会議で正式にご了承いただいたことはご承知のとおり。今後

はいよいよ、その実行の段階に入る。政府・与党がよく連携し、一丸となって取り

組み、国民の皆さんに将来の明るい展望を具体的に示していくことが政治として重

要であると考えている。 

特に、平成 19 年度の予算は、財政健全化に向け政府一丸となって努力すること

は当然のことだが、同時に、この「経済成長戦略大綱」を実現するための予算が具

体的に盛り込まれることが、まさに車の両輪として重要である。この点について、

昨日も政府・与党の会議において公明党の冬柴幹事長からもご指摘があった。これ

は単なる「需要追加型」ではなくて、成長力を押し上げる効果が明確な「構造改革

型予算」でなければならないと思っている。 

したがって、引き続き各位のご理解をいただきながら、この面について努力をし、

メリハリの効いた予算編成であるという形に仕上げたいと思っている。 

（竹中議員） 民間議員の「予算の全体像に向けて」ということで、全体の流れとして

は、これまで努力してまとめた骨太方針が具体的な予算になるということが明確に

見えるような形での編成を行わなければいけないと思っている。 

その上で１点だけ申し上げるが、地方財政についても、骨太方針に沿ってしっか

りと我々も改革をしていく。制度改革については、具体的に工程表をつくろうと思

っており、それに沿ってぜひ改革を進めていきたい。 

ただ、この地方財政、これは非常に細かいことが書かれているが、一つ例として

申し上げると、交付税総額の抑制を図るということが書かれている。これは税収も

増えて抑制ができるというような、そうなれば大変いいことではあるが、これは先

ほどつい 15 分前に決めた「骨太の方針」に書かれていることとは違う。骨太の方

針は御承知のようにいろいろな議論を経て、交付税については、諸事情を踏まえて

適切に対処すると書いているが、ここは一気に交付税総額の抑制を図るとある。こ

れは地方に対する信頼や、先ほど我々が決めたばかりの骨太方針との整合性等を踏

まえて、事務的に詰める必要がある。 

今言ったのは一例だが、ほかにもそういうところが幾つかある。事務的には既に

申し入れをしており、ぜひそこは、骨太の方針に沿った形でしっかりと調整を事務

的にまずやっていただきたい。その上で全体像を決定していただきたい。 

内閣府に１点質問がある。内閣府は経済の見通しに関しては、非常に細かい作業

を積み重ねられたと思うので、１点、ＧＤＰデフレーターに関してお聞きしたい。

ＧＤＰデフレーター変化率をプラスにして、そして名目２％成長を実現するとい

うのは与党の公約でもあり、何としても、これを実現しなければいけない。この見

通しでは 0.1 ％のプラスになるということであり、ぜひとも、これを実現したい。

7


平成 18 年第 19 回経済財政諮問会議 



ただ、どういうメカニズムでこれが実現できるというふうに経済分析者として考え

ているのかということに関して、明確な説明が私は必要だと思う。 

小泉内閣ができた 2001 年のＧＤＰデフレーターは、マイナス 1.2 ％だった。そ

の後マイナス 1.2 ％より少し悪くなって、マイナス 1.5 ％ぐらいで推移して、そ

してこの内閣府の資料にもあるが、17 年度の実績はマイナス 1.3 ％。５年以上マ

イナス１％を下回るＧＤＰデフレーターの低下が続いていて、そして、これによる

と、18 年度はプラス 0.1 ％になる。 

繰り返すが、そうなってほしいわけであるが、それがどういうメカニズムでなる

のか。そういう兆しはあるのかということに関しては、今年の第一四半期の統計に

よると引き続きマイナス 1.2 ％である。まだＧＤＰデフレーターに関する限り兆し

はない。ＧＤＰギャップはどうなのか。これも内閣府の試算にあるように、もう目

いっぱいＧＤＰギャップはこれ以上縮まらないところに来ている。加えてマネーに

ついても、ベースマネーについては、 近月に関しては、前年比マイナス 15％ぐら

いマネーが減少している。そういう状況の中で今までずっと数年間マイナス１．

数％だったＧＤＰデフレーターが、どうしてプラス 0.1 ％になるのか。これについ

ては、やはり明確な説明が必要なのではないか。 

（浜野統括官） 御指摘のこれまでの実績、18 年１－３月までの実績は、竹中議員がい

われたとおり。現状、確かにマイナスが続いており、マイナス 1.2 ％ということで

あるが、他方、消費者物価、企業物価については、かなり上昇の気配があり、ＧＤ

Ｐ統計を見ても、内需デフレーターはもう既に０％まで来ている。したがって問題

は、原油高に主として表れているが、輸入デフレーターがかなり高くなるというこ

とにある。 

竹中議員も御案内のように、ＧＤＰデフレーターの場合に、原油が上がると、国

内転嫁が遅れるためにどうしてもマイナスの影響があるということだが、見通しの

性格上、原油については足元のある一定のレベルで横ばいということでやっている。

１月の見通し時点に比べると、原油は確かに高くなっているが、円高によってある

程度抑制されているという面がある。 

それから、国内需要が引き締まってきていると先ほど説明したように、国内の企

業物価や消費者物価がかなり上がり気味であるということだが、まだ１－３月まで

しか実績が出ていない。したがって、私どもは４－６月以降、かなり国内の要因が

ＧＤＰデフレーターにも反映されてくるのではないかと見ている。 

（竹中議員） １点だけ。マネーの要因というのは、これはマネーもプラスに転じてい

くと考えているのか、それともマネーは余り関係ないと考えているのか。それと今

日は 19 年度についても見通しが示されているが、マイナス 1.3 ％のところからプ

ラス 0.1 ％にぽんと上がって、それからまた次の年は 0.5 ％である。そういう動

きについてどう整合的に説明するのか。 

（浜野統括官） 例えば、金利については、この試算の性格もあり、大体大きな変更が

ないと見ている。それから、マネーサプライについては、直接この見通しの作業の

中で、明示的にそれが需要に反映されるという推計にはなっていない。 

（竹中議員） マネーは考えていない？ 

（浜野統括官） 考えていないということはないが、先ほど申したように、マネーの水

準自体を想定して、それがこの需要に反映するという推計の仕方はしていない。 

（吉川議員） 物価、あるいはデフレやインフレがどのように決まるかは幾つかの考え

方がある。経済学者の中でも力点の置き方に違いがある。今回の改定では、ＧＤＰ

デフレーターはほぼ据え置きになった。いろいろなファクターがあるかもしれない
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が、日本経済の実体面での強さが一番大きいのではないかと思う。竹中議員はマネ

ーサプライの動向を重視する立場だと思うが、結論的には、私はそんなに無理な想

定ではないと内閣府の説明を聞いて思った。 

（谷垣議員） 二階議員から経済成長戦略に資する予算にと御意見があった。経済成長

戦略と歳出・歳入一体改革は車の両輪であるので、両方を押し進めなければいけな

い。それから、二階議員の言った需要追加型ではなくて構造改革型というものもそ

のとおりだと思う。その上でどう重点化、メリハリを付けるかになると思うが、よ

く御相談させていただきたいと思う。 

（二階議員） 我々も何でも予算を増やせばいいという従来の考え方ではなく、政府も

与党と一体となってやろうという機運が盛り上がっている。しかし、同時に「経済

成長戦略大綱」を、こうしてまとめてご承認いただいたので、絵にかいた餅に終わ

ることのないように、国民の皆さんに対して希望の持てる社会を作るために、予算

編成でメリハリをつけたい。トータルで特に大きく増やしていく考えではなく、ま

さにメリハリを付けていくことなので、谷垣議員と我々の考えは全く一致している。

（奥田議員） 私も谷垣議員、二階議員と同じだが、今回の基本方針では、これまで以

上に経済成長を重視して経済成長戦略大綱が取りまとめられたと認識している。こ

れまで諮問会議としては政策群、モデル事業でメリハリを付けた予算編成の取組が

行われたが、今回の場合は特に経済成長に重点を置いて、経済成長に資する、メリ

ハリ付けを可能とするような枠組みを、ぜひ工夫していただくようお願いしたい。

（本間議員） 竹中議員から非常に重要な問題提起がなされたと理解している。デフレ

問題をどう考えるかは、国民に対してきちんと説明していく必要がある。これから

の課題として、マクロ経済の想定やシミュレーションについて、きちんと議論する

プロセスを工夫する必要があると思う。 

私の恩師の一人である熊谷先生が旧経済企画庁で高度成長期のときにインフレ

が高進する中で、いわゆる熊谷レポート「物価安定と所得政策」をまとめられた。

デフレ問題はインフレの問題と対照的なものとなっており、同レポートの中で、イ

ンフレをどう説明していたか。一つは、貨幣要因、すなわちマネーサプライと実体

経済の関係をどう考えるか、が重要なポイントだろうと思う。 

もう一つは需給ギャップ。潜在成長率と現実の需要の中でどう判断していくか。

ここは縮小しつつあり、転嫁しやすい状況が生まれつつあることで、先程の浜野統

括官の説明があるのだろうと思う。 

さらに、生産性格差との関係。生産性の低いところが生産性を上げることにより、

物価が供給サイドから下落していく。こういう流れがかなり進展して、需給ギャッ

プがあったことも含め、物価の下押し要因になっていたのだろうと思う。その上で、

輸入デフレというか海外要因をどう考えるか。 

この４点をしっかりと踏まえた上で、シミュレーション等に対する説明をこれか

らしっかり構築していく努力を、民間議員も含めてやっていきたいと考えている。

問題提起はしっかりと受け止めていきたいと思う。 

（竹中議員） 需給ギャップは去年から既に縮まっていた。見解の相違は当然あって然

るべきと思うが、要するに、相当の数字のジャンプが今回の見通しに入っている。

内閣府の見通しとしてお出しになるので結構だが、幾つかの要因があるので、分か

りやすく御説明いただきたいことをお願いしたい。 

（与謝野議員） それでは、取りまとめを行いたいと思う。 

   19  年度予算を“新たな改革に向けた出発点〞として位置づけ、「基本方針 2006」

に示した内容を着実に反映していく重要性が確認されたと思っている。 
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先述のような見通しの下、19 年度予算において、思い切った歳出削減を行うこと

が可能であり、今後５年間の歳出改革方針における 大限の歳出削減を行う必要が

ある点でも、気持ちは一致していると思う。 

本日の議論を踏まえ、調整の上、次回の諮問会議で「19 年度予算の全体像」の取

りまとめを行い、今後の予算編成に反映させていきたい。 

（小泉議長） 今の方向で結構だと思う。 

今まで５年間の改革の成果を踏まえて、これから５年間、経済の活性化と財政再

建を両立させる。しかも歳出削減を徹底的に努力する中でやろうということなので、

画期的な改革を、党もそういう意識改革がだんだん出てきたと思うので、その方向

で 19 年度予算、概算要求基準をしっかりまとめていただくよう、よろしくお願い

する。 

（与謝野議員） 安倍議員から地域活性化に関する資料が提出されている。御発言をお

願いする。 

（安倍議員） 地域活性化は小泉内閣の 重要課題の一つである。地域や街の潜在力を

引き出し、日本、世界の中で一流の田舎や都市になろうとする意欲を支援するため、

様々な取組を行ってきたところである。こうした取組を 近の地域活性化策として

取りまとめ、資料として配付しているので、参考にしていただきたいと思う。 

具体的には都市再生、構造改革特区、地域再生等の施策について、１冊目は、個々

の施策の目的、概要、成功事例について、効果を含めて分かりやすく解説したもの

である。２冊目は、各都道府県の市町村毎にどのような施策が行われていくか分か

りやすく整理したものである。 

今後とも、こうした取組により地域活性化を推進していきたいと考えているので、

よろしくお願いしたい。 

（与謝野議員） 「基本方針 2006」についてはこの後閣議決定の運びとなる。小泉議長

の御指導をはじめ、皆様方の御協力に感謝したい。 

      （以 上）
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