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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 21 回）

 

（開催要領） 

1.開催日時：2006 年９月 22(金) 17:48～18:05 

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）資産債務等専門調査会報告について 

（２）平成 19 年度予算の概算要求について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 資産債務等専門調査会報告（中間整理）のポイント（本間専門調査会会長提出資料） 

○ 谷垣議員提出資料 

 

（配付資料） 

○ 資産債務等専門調査会報告（中間整理） 

○ 谷垣議員提出資料（配布資料） 

○ 「社会保障番号」に関する実務的な議論の整理について（内閣官房提出資料） 

○ 新たな公務員人事の方向性について（中馬行政改革担当大臣提出資料） 

○ ここまで進んだ小泉改革－経済構造改革の成果と進捗状況－ 
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（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員）  ただいまから、今年21回目、小泉内閣として187回目の「経済財政諮

問会議」を開催いたします。本日の議題は、まず第１に資産債務等専門調査会報

告について、第２は平成19年度予算の概算要求について、本日は手早く議事を進

めさせていただきます。 

 

○資産債務等専門調査会報告について 

（与謝野議員）  まず初めに、今年５月に設置いたしました資産債務等専門調査会に

つきましては「基本方針2006」において、９月を目途に諮問会議に報告すること

とされております。本日はその中間整理について、専門調査会の会長を務めてい

ただいた本間議員から御報告をいただきたいと思います。 

（本間議員）  それでは、手早く報告させていただきます。 

  今、与謝野大臣からお話がございましたが、諮問会議の下に置かれました資産

債務等専門調査会は「基本方針2006」におきまして９月を目途にということで、

夏から秋にかけまして全７回にわたる会合を開きました。そして、その中間的な

整理をお手元に配付させていただいております。 

  資料に、報告のポイントと本体を付けておりますので、具体的な内容について

はそちらを参照していただきたいと思いますが、専門調査会全体のトーンといた

しましては、資産売却・有効活用の対象を拡大するべきであるとか、あるいは貸

付金の圧縮についても積極的に証券化等を活用しながら行うべきであるとか、更

には特別会計改革等の推進に必要不可欠な公会計についてのインフラを整備すべ

きである、というような方向でまとめられております。 

  今後、この中間整理を踏まえて、本専門調査会に中立的な金融の専門家の参加

をお願いして改組された有識者会議において、改革の枠組み、あるいはスケジュ

ールの具体化を更に検討しながらしっかりと取り組むべきという方向でまとめて

おります。 

  以上であります。 

（与謝野議員）  それでは、谷垣議員から御発言がございます。 

（谷垣議員）  本間先生を始め、専門調査会の御努力でこういう形でまとめられたわ

けでございますが、財務省としても、今までも国有財産法の改正など色々なこと

に取り組んできましたけれども、この報告を踏まえまして、証券化につきまして

もメリットとコストの関係で国民に十分に説明できるものを、何とかボールを出

していくような努力をしなければいけないと思っております。 

（与謝野議員）  他に御発言はございませんか。 

  それでは、とりまとめさせていただきます。経済財政政策諮問会議としても、

引き続き資産債務改革、特別会計改革、公会計改革に取り組んでいくことといた

したいと思います。 

  それでは、総理から御発言があればお願いいたします。 
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（小泉議長）  いいです。 

（与謝野議員）  それでは、次の議題に移ります。平成19年度予算の概算要求につい

て、谷垣議員から御説明をいただきます。 

 

○平成19年度予算の概算要求について 

（谷垣議員）  平成19年度の概算要求でございますが、資料をお手元にお配りしてお

ります。 

  資料の１ページ目、一般歳出概算要求総額は46兆8,052億円。この一般歳出に国

債費、地方交付税交付金等の要求額を加算した一般会計概算要求総額は82兆7,253

億円で、平成18年度予算額に比べますと、３兆393億円の増額となっております。 

  資料の２ページ目でございますが、各省庁から実際に御提出いただきました一

般歳出の要求・要望額は49兆7,847億円で、この中には２割増の要望額に加えまし

て、要望額を２％加算できる経済成長戦略推進要望も含まれております。 

  今後、要求・要望につきましては、予算措置の上限額以内に抑制するために、

まずは約３兆円削減する必要があるわけですが、そういったことと、予算編成過

程における精査を通じまして徹底した歳出削減を図っていくということが必要で

あります。 

 資料の３ページ目でございますが、経済成長戦略推進要望につきましては、総

額3,270億円の要望がありまして、ここでは主な事業を挙げております。予算編成

過程で経済成長戦略大綱の趣旨や概算要求基準に定められた要件に照らして、十

分精査することとしているところでございます。 

  平成19年度予算は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」で示され

ました、今後５年間の新たな改革に向けた出発点となる重要な予算でありますの

で「骨太の方針」に沿いまして、これまでの財政健全化努力を今後とも継続して

いく必要がございます。このため、引き続きまして歳出全般にわたる徹底した見

直しを行って、歳出の抑制と所管を超えた予算配分の重点化・効率化を進めるこ

とが必要であると考えます。 

  以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

  次に、二階議員から御発言がございます。 

（二階議員）  ただいま谷垣大臣から御説明のありましたとおり、平成19年度概算要

求においては、皆様の御協力のお陰で3,000億円の「経済成長戦略推進要望枠」が

新たに設けられました。画期的なことであると考えております。成長力強化に向

けた仕組みを具体的な形に明示していただきましたことに大変感謝したいと思い

ます。これは、単なる需要追加型ではなく、谷垣大臣からお話のとおり、成長力

押し上げ効果の高い構造改革型の予算の実現を目指した要望がなされなければな

りませんが、ただ今、その作業が順調に進んでいると伺っております。 

  今後、「経済成長戦略大綱」に盛り込まれた各施策の具体化について、これから

もしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 3



 
平成 18 年第 21 回 議事録 

 
  小泉改革の精神にのっとり、引き続き関係者が一丸となって知恵を出し合って、

改革の向こうに見える明るい日本の未来を創造するための努力が必要であると存

じます。よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員）  ほかに御発言はありませんか。それでは、とりまとめをさせていた

だきます。 

  平成19年度予算は「基本方針2006」で示された今後５年間の新たな改革に向け

た重要な出発点となります。このため予算編成作業に当たっては、思い切った歳

出削減を図りつつ、経済活性化と財政健全化を両立させることができるよう、し

っかり取り組んでいただきたいと思います。 

  議事は以上でございますけれども、小泉内閣における諮問会議は今回が最後と

なりますので、ここで各議員から御自由に御発言をいただきたいと思います。 

  残された時間は10分程度でございますが、何か御発言がございましたら、お願

い申し上げます。 

  牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員）  187回にわたる経済財政諮問会議は、初めは非常に手探りで十分効果が

出ないときもありましたが、こうして振り返ってみますと、大変大きな仕事がで

きたことを、自分の人生体験としても心からうれしい気持ちになります。 

  ただ、郵政民営化は来年10月１日ということで、まだ完全に終わっていません

ので、その点は是非次期安倍内閣において当初の趣旨どおりに成功させ、特に金

融や物流、小売りなどにおいて新たな社会のニーズに即応すれば、それらが次の

経済活性化の重要な種になり、郵政民営化が良かったということを残す必要があ

るということで、是非お願いしたいと思います。 

  それから、宮内規制改革・民間開放推進会議議長がお辞めになることが決まり

ましたけれども、特に経済を成長させる上では、規制を撤廃して民間の経済活動

範囲を広めることが一番大事ですから、来年４月からも引き続き、より有効な組

織を作って是非実行してほしい。この２つをお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

（与謝野議員）  奥田議員、何かありますか。 

（奥田議員）  民間議員になる前は、５年は続けるという総理のお話でしたものです

から、５年間は非常に長いなと思っていたんですが、済んでみたら非常に短い時

間でございまして、あっという間に５年間が過ぎた。５年の間に我々は全員５歳

年をとったわけですけれども、みんな元気で病気になる方も全然いなくて、脱落

者もいなくてこの会議が進んだということは本当に喜ばしいことだと思っており

ます。 

（与謝野議員）  本間議員どうぞ。 

（本間議員）  今、奥田議員からお話がございましたとおり、５年半もこの会議で御

一緒に仕事をさせていただいたということは、本当に当初は予想しておりません

でした。研究者としても想像もできなかったような経験をさせていただきまして、

本当にありがとうございます。諮問会議が、今後とも日本の経済財政運営の中核
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的な役割を果たしていきますことを切にお願いいたしたいと思います。 

（与謝野議員）  吉川議員どうぞ。 

（吉川議員）  私も本間議員と全く同じ気持ちですが、総理を始め、このメンバーの

方々に大変お世話になったと思っております。どうもありがとうございました。 

  今年の６月にまとめられた「骨太の方針」は大変重要な指針を示していると思

います。新しい政権の下でも、それが速やかに実行されることを願っております。 

  もう一つ、小泉内閣は日本経済と財政を二兎両にらみで、その間のバランスを

取ることに絶妙の指導力を発揮した内閣だと思っております。御承知のとおり、

日本の景気拡張は非常に長く続いており、来月でいざなぎ景気と並んで、いよい

よ抜いていくということであります。これは一方でいいことなんですが、来年に

なってきますと、何せ長く続いた景気拡張ですから、だんだん山が近づいてくる

かもしれない。アメリカの経済の減速がはっきりしてきているということもござ

います。 

  そういう環境の下で、財政再建も一方で進めなければいけないということです

ので、次の政権の諮問会議でしっかりと経済のかじ取りをしていただけると信じ

ておりますので、その点、よろしくお願いしたいと思っております。５年半本当

にどうもありがとうございました。 

（与謝野議員）  福井総裁どうぞ。 

（福井議員）  私は、この経済財政諮問会議という船には途中から乗船をさせていた

だきました。それでも３年半この船に乗せていただきまして、船酔いもせず、大

変きちんと率直な議論をさせていただいて、非常にありがたかったと思っており

ます。 

  諮問会議の生んだ成果は非常に大きかったし、多分その成果に対する評価は後

になればなるほど大きなものになっていくことは間違いないと思っています。今

後この流れが更に太くなっていくように、皆で努力しなければいけないと思って

おります。 

  それから、日本銀行としては、郵政民営化された新しい郵政をマーケットプレ

イヤーとして温かく迎え入れたいと思います。新しいビジネスモデルをきちんと

作り上げて、市場の中でフェアな競争関係にスムーズに入ってほしいと願ってお

ります。 

  インフラの整備の面では、既にいろいろなことが進んでおりまして、日本銀行

もお手伝いさせていただいておりますけれども、これから新しいビジネスモデル

がきちんと市場の中のフェアな競争関係に立っていけるように、既存の民間金融

機関と、有効な切磋琢磨の関係ができることが一番望ましいと思っており、日本

銀行としても最大限の努力をいたします。 

（与謝野議員）  申し訳ございませんが、時間に限りがございますので、ここで最後

に総理からごあいさつをいただくわけですが、まずプレスが入ります。 

（報道関係者入室） 

（小泉議長）  ５年間ありがとうございました。今日で小泉内閣における経済財政諮
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問会議は最終回でありますけれども、今年で21回、小泉内閣になってから187回。

回数も多かったんですが、審議した時間も一番多かったと思います。それだけ熱

心に取り組んでいただいて、改革を推進できたのも、皆さんの御協力、御指導の

賜物でありまして、厚く御礼を申し上げます。 

  これからは、安倍新内閣になって、今までの成果を踏まえて、経済財政諮問会

議をうまく活用していただいて、改革の実を更に上げていただきたいと思います。 

  長い間、本当にありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（与謝野議員）  それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いた

します。 

  本当にありがとうございました。 

 

（以 上） 


