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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 22 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 10 月 13 日(金) 17:40～19:00 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長        安 倍   晋 三  内閣総理大臣 

議員        塩 崎   恭 久  内閣官房長官 

同         大 田   弘 子  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同         菅     義 偉  総務大臣 

同         尾 身   幸 次  財務大臣 

同         甘 利     明   経済産業大臣 

同         福 井  俊 彦  日本銀行総裁 

同         伊 藤  隆 敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同         丹 羽  宇一郎   伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同         御手洗 冨士夫  キヤノン株式会社代表取締役会長 

同         八 代  尚 宏  国際基督教大学教養学部教授 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）経済財政諮問会議の今後の運営方針について 

3.閉会 

 

(説明資料) 

○ 「創造と成長」に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 尾身議員提出資料 

○ 経済成長戦略の具体化に向けた課題（甘利議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 経済財政諮問会議議員名簿 

○ 経済財政諮問会議運営規則 

○ 経済財政諮問会議における情報の公開等に係る運営細則 
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 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  それでは、ただいまから今年22回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

 本日は安倍内閣として初めての会合ですので、私の方から各議員の紹介をさせ

ていただきます。順に御紹介いたします。 

 塩崎恭久内閣官房長官です。菅義偉総務大臣です。尾身幸次財務大臣です。甘

利明経済産業大臣です。それから福井俊彦日本銀行総裁です。 

 続きまして、先ほど総理から辞令が交付されまして、正式に任命された有識者

議員の方々を御紹介いたします。 

 伊藤隆敏議員です。丹羽宇一郎議員です。御手洗冨士夫議員です。八代尚宏議

員です。 

 最後となりますが、進行を担当させていただきます経済財政政策担当大臣の大

田弘子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに総理からごあいさつをお願いいたします。 

（安倍議長） 新しいメンバーになりまして、第１回目の経済財政諮問会議になるわ

けでありますが、開催に当たりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 ９月26日に首班に指名をされたわけでございますが、所信表明演説におきまし

て、戦後レジームから脱却をして、そして美しい国をつくって、新しい国創りに

挑んでいくということを申し上げたわけでございます。是非皆様方におかれまし

ては、経済財政政策の面から新しい国創りに対して具体的な提言をしていただき

たいと、このように思います。 

 また私が目指す国は、自由を基盤とした自律した規律ある国でございます。そ

してまた、成長するエネルギーを持ち続ける国でなければならないと考えており

ます。イノベーションとオープンな姿勢から力強く成長していく。是非その施策、

具体的な考え方について御提示をいただきたいと思うところでございます。 

 日本経済、また日本の国はいろいろな課題を抱えているわけでありまして、少

子高齢化の中で人口が減少していくということは、成長には阻害要因になります。

また財政の再建という問題もありますし、格差の解消という問題もあります。そ

うした問題を解消していくためにも、やはり力強く成長していくことが大切であ

ろうと思っています。成長なくして財政再建もないし、日本の未来もないと思っ

ているところでございます。 

 経済財政諮問会議の議員の皆様方におかれましては、この改革の、また成長の

メインエンジンとして、どうか引っ張っていっていただきたいと思います。 

 皆様方におかれましては、大変お忙しい中、議員を引き受けていただきました。

まさに志を同じくする同志の皆様にお集まりをいただいたと認識をしている次第

でございます。そしてまた、この経済財政諮問会議は、すべて議事録は基本的に

は公表されるわけでございまして、透明性と国民への説明責任を果たしていく場

でもあると思うわけでございます。つまり、国民の皆様に対しまして、あるいは
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また、国の内外に対して、日本の進むべき方向について、どうか大いに発信をし

ていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

（プレス退室） 

 

○経済財政諮問会議の今後の運営方針について 

（大田議員）  本日は、経済財政諮問会議の今後の運営方針について御審議いただき

ます。 

 議事に入ります前に、安倍内閣として初めての会合ということで、お手元に諮

問会議の運営規則等の資料をお配りしております。詳細は後ほど御確認をいただ

ければと思いますが、この中で運営規則第６条の規定に基づきまして、会議にお

ける審議の内容等につきましては、会議終了後に私の方から記者発表をすること

を予定しております。また、会議の議事要旨は会議の翌日から３日以内に公表す

ることといたしておりますので、予め御承知おきいただきたく思います。 

 それでは議事に入らせていただきます。諮問会議の今後の運営方針につきまし

て、今日はまず有識者議員から御提案いただいておりますので、御発表をお願い

いたします。 

（御手洗議員） それでは新メンバーによる最初の経済財政諮問会議に当たりまして、

私から有識者議員４人の連名で作成いたしました資料「『創造と成長』に向けて」

につきまして、御説明をさせていただきます。 

 本ペーパーの構成は３つの部分からなっております。まず第１に、今後の経済

財政運営の理念を掲げております。第２に、この理念を達成するための課題を、

そして第３に、今後の審議の進め方を記載しております。 

 以下、順次説明させていただきます。 

 まず第１の見出しにありますように、今後の経済財政運営の理念部分のキーワ

ードは「成長なくして日本の未来なし」であります。安倍総理大臣は、政権公約

と所信表明演説で「美しい国」を目指した新しい国創りを掲げ、内閣一丸となっ

て国民から示された高い期待と負託に応えようとされております。経済財政政策

においても、この新しい国創りを具体化させていかなくてはなりません。 

 安倍総理が表明する「戦後レジームからの新たな船出」は経済財政政策におい

ても未だ大きな課題であります。戦後の高度成長をもたらしたわが国の経済シス

テムには、制度疲労を起こしている例や、現実とのミスマッチが温存されている

例があり、せっかくのわが国の高い潜在力は生かせず、国民の真のニーズに応え

きれていない部分がございます。 

 こうした岩盤のような構造的な問題に深く斬り込み、新たなレジームを創造し

て、日本経済を中長期的に新たな成長のステージへと引き上げていくことが、「成

長なくして日本の未来なし」の含意であり、安倍内閣における経済財政諮問会議

の使命であると考えております。 

 我々は、わが国が人口減少に直面しながらも、21世紀のグローバルな経済にお

いて、成長力を高めていくことは十分に可能であると考えております。そして経
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済財政諮問会議が、その戦略の立案、実行、監視において、中心的な役割を果た

すべきだと考えております。 

 第２に、「『創造と成長』への課題」の冒頭部分にありますように、今後、５年

間程度で「新成長経済への移行期」を完了するものとし、前半の２年間を新成長

経済に向けての「離陸期間」と位置づけ、適切なマクロ経済政策の下、日本経済

の潜在成長率を高めるための改革に大胆に取り組むべきであると考えます。その

際の改革の鍵としては、以下の７つの課題を考えております。 

 ２ページ、①といたしまして、イノベーションによる生産性の向上を挙げてお

ります。②として、経済全体の生産性向上を促すための労働市場の効率化を挙げ

ております。③として、世界、わけてもアジアに向けたオープンな経済の構築を

挙げております。④として、規制改革や予算制度の枠組改革など、政府が民間の

経済活動の足かせにならないことを挙げております。⑤として、医療・介護サー

ビスや保育など政府の関与がある分野での「市場の再設計」が必要ということを

挙げております。⑥として、資産が市場において効率的に運用される時代への転

換を挙げております。３ページ、⑦として、地方の自律性を高める包括的な分権

改革など国民生活に直結するくらし重視の改革を挙げております。 

 第３に、「今後の審議の進め方」について、我々有識者議員はこう考えておりま

す。まず、安倍内閣の経済財政政策の方向性を明確にするため、「創造と成長に向

けた集中審議」を行ってはどうかと考えております。審議においては、主に次の

点をテーマとすることが必要ではないでしょうか。①にありますように、平成19

年度予算において歳出削減を断行し、「歳出・歳入一体改革」の確実な第一歩を踏

み出すこと。②にありますように、「歳出・歳入一体改革」が実効性を持つような

仕組みを検討すること。③ にありますように、「創造と成長」に向けた各課題に

ついて、５年程度の改革の方向性を示し、新たな中期方針に反映すること。 

  以上が有識者議員連名によるペーパーの中身であります。 

 最後になりますが、私は改革や革新に終わりはないと考えております。過去５

年半において改革が進められた結果、今後取り組むべき改革は、それまで以上に

困難なものばかりになっております。経済財政諮問会議は、こうした困難な課題

に対して臆することなく、最大限の努力で改革を推進する必要があるのではない

かと考えております。 

 また先日、私は欧州を訪問する機会があり、メルケル独首相、シラク仏大統領、

ブラウン英財務大臣らと面会をしてまいりました。その際に、これらの欧州諸国

においても、当たり前のことではありますが、産業競争力の強化を通じて国の競

争力を強化することに地道に取り組んできているということを非常に強く感じま

した。ドイツ、フランスでは、労働市場や労働法制の硬直性に悩まされる一方で、

英国では、それを打破して競争力を高めようと努力してきたということでありま

した。また、ドイツでは法人税の更なる引き下げが検討されているなど、産業競

争力の強化に重きを置いた構造改革が進みつつありました。私としましては、こ

うした点も含め、経済財政諮問会議で「創造と成長」を目指して、大いに議論を
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行っていきたいと思います。 

 以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。有識者議員ペーパーには、１枚紙の図も付け

ていただいておりますが、これが改革の全体像を示す図になるのだろうと思いま

す。 

 それでは、尾身議員からも資料が提出されておりますので、御説明をよろしく

お願いいたします。 

（尾身議員） 現在の財政の状況について、まだ私も就任間もないのでありますけれ

ども、私なりにかねがね感じていることを申し上げさせていただきたいと思いま

して資料を用意いたしました。 

 お配りしてあります資料の色のついた１ページをご覧になっていただきたいの

でありますが、我が国の債務残高、国・地方を合わせて 775兆円で、ＧＤＰ対比 

150％になっております。この表でご覧になっていただきますように、ヨーロッパ

の国々が大体50％から70％ぐらい。日本に次いで２番目に債務残高が比率的に高

いのがイタリアでございまして、 122％となっており、残高ベースで見て日本は

ＧＤＰ対比で最大の比率を持っている、こういう状況であります。 

 次のページが国民負担率の表でございまして、この表が一番基礎的な表ですが、

日本は赤い色で書いてあり、37.7％が現在の負担率であります。国民負担率は御

存じのとおり、税プラス医療保険、あるいは年金、介護保険などの掛け金で、国

及び地方公共団体等に納めている額であります。これが38％でございます。 

 実はアメリカが日本よりも低い31.8％という数字になっておりますが、アメリ

カはいわゆる医療保険、国民皆保険制度がございませんで、そのために医療費の

負担を別途私的保険で掛けておりまして、日本との差で見ますと、日本が２％ぐ

らいに対してアメリカは10％ぐらいで、国民所得比で約８％の格差がある。つま

り８％は国に納めないけれども、私的保険で納めているという推定ができるわけ

でございまして、それを考えると、アメリカの数字が31.8％に８％足して約40％

になっているという状況でございます。 

 したがいまして我が国は、簡単に言いますと、日本の一人当たり所得は 437万

円という数字でございますが、仮に一人当たり 100万円の所得といたしますと、

日本国民は38万円を納めている。これに対して福祉の国スウェーデンは 100万円

の所得に対して71万円を納めていて、可処分所得は29万円である。学校も老人ホ

ームも全てただという国は、実は 100万円の所得に対して、日本の38万円に対し

て71万円のお金を納めている。このようになっておりまして、そういう意味で典

型的な大きな政府になっているという状況でございます。そういう中で、日本は

借金の残高が一番多いわけでありますが、国民が収入の中からパブリックセクタ

ーに納めている負担は、世界一低い水準という状況になっているわけでございま

す。 

 そういう状況にありますが、無駄や非効率の歳出を放置したまま国民に負担増

を求めるということは、到底国民の理解と納得を得ることは不可能であると考え
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ておりまして、国民負担の最小限を第一の目標に、今後歳出削減を徹底していく、

ゼロベースの見直しをしていく必要があると考えております。 

 したがいまして、平成19年度の予算編成に当たりましては、成長力あるいは競

争力強化、あるいは再チャレンジというような重点分野についてはメリハリを効

かせつつ、全体としては厳しい歳出削減方針を貫いて、財政健全化に向けて最大

限の努力をしてまいりたいと考えているわけでございます。 

 その結果として、新規の国債発行額につきましては、平成16年度で37兆円、平

成17年度34兆円、平成18年度30兆円と減額をしてまいりましたが、平成19年度予

算におきましても、平成18年度の数字よりも少ない新規国債発行額にするという

ことを総理の下での方針に決めておりまして、これを実現しなければならないと

いう考え方でございます。 

 そして、この歳出削減を徹底して実施した上で、それでも対応できないような

社会保障、あるいは少子化などに伴う負担増に対しましては、安定的な財源を確

保するために、抜本的・一体的な税制改革を推進する。そして将来世代への負担

を先送りしないということが必要であると考えております。 

 現在の諸情勢を勘案いたしますと、来年度の予算の歳出削減の状況、あるいは

７月ごろに判明をいたします平成18年度の決算の状況、それから医療保険、医療

制度の改革を踏まえました社会保障給付の実績がどうなるかなどの数字を見る必

要がございまして、これらを踏まえまして、税制改正の本格的あるいは具体的な

議論を行うことは来年の秋以降になるだろうと考えております。 

 いずれにいたしましても、財政再建の重要性に鑑み、平成19年度予算につきま

しては従来の改革努力を継続して、徹底した歳出削減に取り組んでいきたいと考

えております。是非こういう方向を御理解いただき、特に来年度の歳出削減につ

きましては御協力をいただきたいと考えております。 

 以上です。 

（大田議員）  甘利議員からも資料が提出されております。御説明をよろしくお願い

いたします。 

（甘利議員） その前に、民間議員側から「『創造と成長』に向けて」という御説明を

いただきました。御手洗会長のお話、本当に興味深く伺いまして、「１.」と「２.」

で成長のバックボーンなくして問題は解決しないというトーンは全くそのとおり

だと思うんですが、「３.」になったら突然に主計局長が書いたような、帳尻合わ

せが先行するような文章になってしまったのはどうしてかと思っております。 

 総理が随所でおっしゃっている「成長なくして財政再建なし」というものは大

変に意味深いお話だと思うんです。過去に財政再建を実施したときに、健全な成

長経済に思いをはせなかったために、すべてが水泡に帰してしまった。やはり財

政再建は、来年度予算の国債発行を30兆円以下にするべく歳出カットを徹底的に

やるべきで、それはそのとおりであるけれども、健全な成長経済という後ろ楯が

あって初めてそれは成り立つことで、そうでないと縮小均衡になってしまうとい

う意味合いがあると思うんです。だからこそ「成長なくして財政再建なし」、「成
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長なくして少子化対策なし」、「成長なくして格差是正なし」ということになって

いくのだと思うんです。 

 ここで、成長のメインエンジンと総理がおっしゃっている以上、どうやってパ

イを大きくするかということがまずあって、その上にいろいろなプランが立つん

だと思うんです。自民党の中川幹事長が、「富は創造をしなければ分配できない」

ということをいつもおっしゃっているんですが、まずパイを大きくして、その上

でいろいろなプランが練られるようにしようと。そのニュアンスが３番目の審議

の進め方になると突然変わってくるのはどういうことか、と少し引っかかったも

のですから、まずそれを申し上げて、その上で私の話をさせていただきます。 

（大田議員）  議論は後からお願いします。 

（甘利議員） 「経済成長戦略の具体化に向けた課題」であります。 

イノベーションを創造する施策の強化。技術革新とともにＩＴの活用やサービ

ス産業の革新による生産性向上の促進。投入労働量、総投入資本、それから成長

の鍵は生産性でありますから、いかにして生産性を上げていくかということに知

恵を投じなければならないと思っております。 

 持続的な経済成長の基盤をなす、「知的財産戦略」、「エネルギー戦略」、そして

「成長力強化税制」、これらはいろいろと検討すべき課題であると思います。 

規制改革による新たな市場を創出。総理がおっしゃっているイノベーションは、

狭義と広義と両方の意味があると思います。狭義の意味で言いますと技術革新で

ありますし、広義の意味で言えば刷新ですから、あらゆる分野の刷新を図るとい

うこと。制度から仕組みから刷新をして成長力、推進力につなげていくというこ

とだと思います。 

 成長の原動力としてのアジアのダイナミズムを取り込み。「オープン」という観

点からのＦＴＡ・ＥＰＡ、エネルギー・環境協力、コンテンツの国際競争力強化。

つまり、アジアの成長力を日本の成長力に取り入れてしまうということ。それか

らオープンという観点で経済国境を広げていく。消費を拡大するためにも消費地

としての他国の市場を取り入れるということもあろうかと思います。 

 それから成長を担う人材の育成であります。教育の現場での産学連携や再チャ

レンジも可能とする人材育成の複線化。 

 それから都市と地方、大企業と中小企業、正規・非正規間の格差。これを申し

上げると少し経済界も抵抗があろうかと思いますけれども、既に委員会でも指摘

されていることですから、これにどう取り組んでいくかということは避けて通れ

ないと思います。もちろん、非正規の雇用いうものは、雇用する側もされる側も、

それなりのニーズがあって発生していることであると思いますし、これを双方の

ニーズに沿った部分として、きちんと健全に位置づけるということは大事だと思

いますけれども、正規を希望しているが、なかなかそれが果たせないということ

については、どうしたら企業の成長力を過度に阻害しないで、それが果たせるか

を考えていかなければならないと思っております。それから中小企業の再チャレ

ンジと地域の活性化等、これらが課題だと思っております。 
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（大田議員）  それではここから自由討議に入りたいと思います。どうぞ御自由に。

丹羽議員。 

（丹羽議員） 今、甘利先生のおっしゃった件は、御手洗議員が説明したと思います

が、要するにすべての大前提に、「経済成長なくして国の将来はない」ということ

になっていまして、あえて文言としてここに入っていないということはあります

けれども、今後の審議の中で、すべての前提にそれがあると私どもは理解して発

言をさせていただいたということだと思います。 

 私は、この問題につきまして、二、三、是非この問題を中心にしてこれからも

審議したいということを申し上げたいと思うんですけれども、前政権のときは、

やはり改革というのは非常に目立つ内容でありまして、郵政や道路など、ある意

味では非常にやりやすい改革であったと思うんです。安倍政権になると、この改

革の中身はかなり地味なもので、しかも非常に腕力の要る内容になってくると思

うんです。そういう意味で、相当の覚悟をもってやりませんと、先ほど御手洗議

員が申し上げたように岩盤に直面し、底をうがつような力が要るのではないかと

思っていまして、私も民間議員として、相当の覚悟をもって改革を継続していく

ということが必要だろうと思います。その中の一つで、行政システムや規制とい

うものが一にかかって公務員改革になるのではないかと思っています。 

 明治維新以来、約 140年、戦後60年経っていまして、あらゆる問題で制度疲労

というものが起きていると思うんです。これを総点検する、明治維新以来の行政

システムを総点検する。そういう意味では憲法についても総点検する。この 140

年あるいは60年の間に時代が大きく変わっているんです。そういうことを考えま

すと、総点検しない方がおかしいのであって、その中の一つに、やはり行政のシ

ステムがあるだろうということで、例えば、行政のシステムでも権限と責任を非

常に明確にする必要がある。官の無責任体制はずっと続いているわけです。そう

いう意味で、これは官の人々が悪いのではなくて、法律を変えないと動けない部

分があると思うんです。 

 それからもう一つは、競争原理を導入するということは、人事給与制度を根本

的に見直していく。そうすれば、官民の人材交流とか、天下りの対策とか、ある

いは談合の抑制とか、全て解決の方向に行くだろう。当然その中には労働三権の

問題もあるし、身分保障を撤廃する、雇用保険をかけるなど、いろいろな問題を

ここでこれから議論を是非していきたいと思っています。 

 それを議論していく上におきましても、岩盤に穴をうがつということは根が非

常に強く張っていまして、各省庁間の壁を撤廃するような提言を私どもは出して

いくと思いますので、各大臣におかれましては、是非、省庁間のいろいろな連携

で御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

 総理が先ほどおっしゃいました、企業は株主と市場に対してトランスペアレン

シーとディスクロージャーとアカウンタビリティについて、これは政府にとって

は、株主とか市場ではなくて相手は国民となります。国民に対してわかりやすい

説明をし、国民に対してトランスペアレンンシーとディスクロージャーをはっき
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りするということでありまして、私も大賛成であります。各大臣にもいろいろ御

協力を是非お願いしたいし、国民と国家に軸を置いて民間も発言をするというこ

とであると思いますので、失礼なことを時々申し上げるかもしれませんが、是非

これからも御理解と御容赦をお願いしたいと思います。 

（八代議員） 今、御手洗議員と丹羽議員のおっしゃったとおりでありますけれども、

先ほど甘利大臣の方から「１．」「２.」と「３.」が余り整合的ではないのではな

いかという厳しい御批判をいただいたわけですが、これは民間議員ペーパーの最

後のチャートを見ていただきたいと思います。 

基本的に我々が考えている克服すべき課題というのは、人口減少による成長制

約、それから尾身大臣がおっしゃいました財政再建、財政赤字の問題、それから

格差の固定化の懸念という３つ、これ以外にもたくさんございますが、主たる克

服すべき課題であると考えています。そのための解決策として何があるかという

と、下に書いてありますようなオープン＆イノベーションを柱といたしまして、

徹底した歳出削減と人材／再チャレンジの推進があると考えているわけです。 

 徹底した歳出削減の方も、少しずつ予算を節約するということも大事ですが、

それ以上に政府の役割をきちんと見直すということが大事です。これまで日本の

政府はどうしても過度なコミットメントをしてきたのではないか。社会保障でも

地方財政でもあらゆるところでそうであるわけで、それを見直して官の業務を民

間に円滑に移していくということがポイントではないかと思います。これが規制

改革・民間開放の考え方ですが、そうすることによって官の事業に対して今まで

必要としていた補助金が少なくなり、逆に民の事業がうまくいけば、そこで法人

税の税収が入るわけですから、いわば歳出と歳入の両面から財政収支が好転する

ことになる。こういういわば官から民に仕事を移すこと、あるいは官の過大なコ

ミットメントを減らすことによる歳出削減、財政再建が一番重要ではないかと考

えているわけです。 

 オープン＆イノベーションの方も全くそうであり、やはり今、高齢化社会が非

常に大きな制約要因なわけですが、見方を変えれば、高齢化社会というのは一大

ビジネスチャンスであるわけです。これから高齢者がどんどん増えるということ

は、医療や介護サービス、あるいは女性が働くということを考えれば、保育サー

ビスというのも成長産業であるわけですが、それを官の規制が妨げているわけで

す。そういう規制をなくす、減らすことによって、いわばお金を使わずに成長産

業を創れる。その方向を考えていくのがオープン＆イノベーションの基本ではな

いかと思っております。 

 それから人材／再チャレンジにつきましても、労働市場が２つの意味で重要で

す。１つはこういう再チャレンジを推進するためにも規制の強化ではなくて、む

しろ労働市場の規制を緩和・撤廃することによって、能力と意欲のある人が正社

員になれる、また、よりよい仕事に就けるという機会を与えることが大事ですが、

それが今はなかなか難しいわけで、いわば正社員の地位が身分によって決まって

いる。正社員という身分と非正社員との身分格差のような問題が起こっているの
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が実は非常に大きな問題ではないかと思っております。 

 それから労働市場を効率化するということは、生産性の低い分野から高い分野

に労働者が移動することによって、それが経済全体の生産性を高めるということ

ができます。そういうことを個々の産業の生産性の向上に加えてやるということ

が大事で、そのためにも金融ビッグバンと同じような意味での労働ビッグバンと

いうことを考える必要があるのではないかと考えております。 

（大田議員）  では、伊藤議員。 

（伊藤議員） 私もそういった改革を継続していくことが成長の大前提であるという

ことは、今まで発言された方々と全く同じ意見であります。私は特にオープンと

いうところを少し主張していきたいと思います。 

 安倍総理が「主張する外交」ということを掲げておられるわけですけれども、

私は是非「主張する経済外交」というように経済も重点を置いていただきたいと

思っております。なぜかと言いますと、私はよくアジアの国に行くわけですけれ

ども、外から見ていると、どうも日本はスピードが遅いと思われている。 

 例えば、あるＡＳＥＡＮの国に先日行って大臣と話をしたんですけれども、中

国とＡＳＥＡＮはＦＴＡができて、これはインプリメントされている。韓国とも

締結して、これもいよいよもうすぐ発効するという形で、日本が遅れていますね

と言われました。我々は日本とやりたいんです、でも、いろいろ乗り越えなけれ

ばいけない障害があるわけですから、是非スピードをもってこれを克服していき

たいと非常に意欲的におっしゃっている。 

 それから二国間のＦＴＡも日本は進めています。これは今日の新聞に出ており

ましたことですが、安倍総理とインドネシアのユドヨノ大統領が昨日電話会談さ

れて、ぜひユドヨノ大統領の訪日までに大筋合意を目指したいということをおっ

しゃったと新聞で読みまして、是非それは実現していただきたいと思っておりま

す。 

 ＡＳＥＡＮ諸国にとっては、ＡＳＥＡＮと中国のＦＴＡができて、ＡＳＥＡＮ

と韓国のＦＴＡもできた。それからＡＳＥＡＮと日本のＦＴＡは是非やりたい。

ＡＳＥＡＮとＡＳＥＡＮ＋３、あるいはＡＳＥＡＮとＡＳＥＡＮ＋６ということ、

いろいろな構想あるいは筋道があるわけですが、ＡＳＥＡＮ＋日本のＦＴＡをと

にかく早くやりたいという希望を持っている。日本としても、ＡＳＥＡＮ＋日本

をまずやりましょうと、それからＡＳＥＡＮ＋３、あるいは＋６とを考えていき

ましょうと、順序を付けることは非常に重要だと思うんです。これを是非、安倍

総理、それから甘利大臣からメッセージとして発していただきたいと、私はＡＳ

ＥＡＮの国を回っていて感じました。 

 ＦＴＡには消極的な意味と積極的な意味と２つあると思います。消極的な意味

というのは、他の国が締結してしまって日本が不利な立場に置かれているから是

非やらなくてはいけない。メキシコの場合は、メキシコがアメリカともＦＴＡを

締結して、ＥＵともＦＴＡを締結したから日本だけが取り残されて、日本の企業

は非常に不利な立場に置かれたということで経済界も非常に後押しをしたと聞い
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ております。同じようなことがアジアでも起きてしまうかもしれない。そこでま

ずスピード感が重要だということにつながってくると思うんです。 

 積極的な意味というのは、ＷＴＯという世界規模でやっていることではなかな

か深く掘り下げたものはできない。したがって、アジア地域の似たような国同士、

あるいは非常に利害が一致している国同士の間では、ＷＴＯではできないような

非常に深いところまでいくＦＴＡ、あるいはそこまで行くとＥＰＡの世界になり

ますけれども、ＥＰＡをつくることができるのではないか。したがって、ＷＴＯ

に反対してやったわけではない。将来のＷＴＯを今地域レベルでつくっている。

だから、こういうものが世界中にできていけば、それが自然と将来ＷＴＯの深化

につながってくる。これは積極的なＦＴＡの主張になる。だから日本は消極的な

意味と積極的な意味のどちらからも、是非これをスピード感をもって行っていく

ということを宣言していきたい。そういったエンジンに我々の経済財政諮問会議

がなっていけばいいと思います。 

 ただ、具体的にどうしてスピード感が出なかったのかというと、ＦＴＡの締結

を妨げるような日本の国内の問題がいくつかあったわけです。一番端的によく言

われるのは農業保護の問題であります。もちろんそれだけではないんですけれど

も。したがって、ＦＴＡをスピード感をもって達成していくためにも、国内の規

制改革、国内の生産性の向上がどうしても必要になってくる。そういったことも

当然、我々としては議論していきたいと考えています。 

 ただ、農業の競争力強化を待ってからＦＴＡを進めるというのでは間に合わな

いんです。これは是非ＦＴＡを宣言して、時間の措置、経過措置がありますから、

それは設けた上で、しかしＦＴＡは今結んで、きちんとした時間軸の中で競争力

を図っていく。国境措置は非常に非合理的・非効率的な保護の形態なのです。競

争力強化のための保護の形態ですから国境措置はなるべくなくして、国内措置で

それは手当していくということを確認していきたいと思います。 

（大田議員）  尾身大臣。 

（尾身議員） この民間議員の方々のペーパーについて、意見を申し上げたいと思い

ます。 

 「成長なくして財政再建なし」という旗をしっかりと掲げ続けることは大変大

事だと思っております。そのために何をなすかということでありますが、グロー

バル化の中で企業が国を選ぶ時代になってきた。したがって、企業の国際競争力

の強化、あるいは企業活動の活発化をどうしても実現をしていかないと、「成長な

くして財政再建なし」という、成長を実現し、財政再建を実現するということが

できない。このためには大きく分けて２つのことがあって、１つは、イノベーシ

ョンあるいは科学技術という面にさらに力を入れて競争力を付けるという点であ

ります。それからもう１つは、先ほど言いました、企業が国を選ぶ時代になった

ときに、税制等の面において、少なくともイコールフッティングの税制を打ち立

てて、日本という国がそういう面でハンディキャップを負わないような税制をや

っていかなくてはいけないと思っております。これをしっかりと進めることが成
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長を実現し、経済再建、財政再建を実現する一番のゆえんだと私は考えておりま

す。 

 それから、最後の３の「今後の審議の進め方」の部分の最後の２行なんですけ

れども、来年の１月に「５年程度の改革の方向性を示し」とありますが、先ほど

私が申し上げましたように、来年度予算については、30兆円以内の赤字をもっと

少なくする方向で頑張ってやるという意味で、非常に厳しい予算を組む覚悟をし

ておりまして、関係の方面に御理解をいただかなければならないと思っておりま

すが、財政と経済のバランスをどう考えていくかということについては、先ほど

申しましたように、平成19年度の歳出削減の状況、あるいは７月ごろに判明する

平成18年度の決算の状況、それから医療制度の改革を踏まえました社会保障の給

付がどのぐらいになるか等を見る必要がありまして、それらを見た上で今後増え

るであろうと予想される社会保障、あるいは少子化対策も踏まえて、税制改正の

本格的な議論を、秋ごろから行いたいと考えております。そのときの実績がどう

なるかによって、今年度の予算で切り込んだ後の財政収入支出、あるいは経済の

運営等についての全体のビジョンを描いていくということでありますから、その

実績が出ないうちに、来年の１月に「改革と展望」で中期方針を決めるのは、現

実の経済運営としては少し無理があるのではないかと私は考えます。 

 したがって、今は「基本方針2006」がございますから、その方向でしっかりや

っていくということで、今申しました来年の夏に出るいろいろな数字の結果を見、

そしてその間に社会保障や少子化など、その他経済の活性化のための対策もいろ

いろ必要だと思いますけれども、そういうことをいろいろ議論して、あるいは検

討した上で、しっかりとした方向づけをしていかなければいけないのではないか

と私は考えておりますので、来年の１月に出す「改革と展望」では、そのあたり

の数字を見ないままで具体的なことがなかなか決めにくいのではないか。こうい

った感じを持っていますから、そこをお考えいただければありがたいと思います。 

（大田議員）  関連ですか。八代議員。 

（八代議員） 尾身大臣がおっしゃる点はもっともだと思いますが、ここで考えてい

る５年の中期展望というのは、逆に言えば短期的な変動というものに余り左右さ

れてはいけないのではないかと思われます。その意味でも中期的な財政バランス、

あるいは制度改革を含んでやるわけです。しかも確実なベースで考えなければい

けない。もし大臣がおっしゃいましたように、決算の状況が非常によければ、そ

れはボーナスとしてとっておけばいいわけですので、必ずしもそこまで待つ必要

はないのではないかと考えております。 

（丹羽議員） 前段で書いてありますけれども、前半の２年間は「離陸期間」と位置

づけて、適切なマクロ経済政策の下で潜在成長率をどう高めるかという議論は、

かなり具体的にしていく必要があると思うんです。基本的な方針は、経済成長率

を高めるために具体的にどういう施策をとるか。特に技術開発に対する支援の問

題や、実効税率の問題、あるいは減価償却の問題など、日本の企業が世界で競争

優位に立てるような、あるいはイコールフッティングになるような施策をとって
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いくことは、これから民間議員の中でかなり議論されていく問題でありまして、

おいおい提案をしたいと思っております。 

（大田議員）  尾身大臣、諮問会議で５年間の中期経済財政の方針を示すということ

になっておりまして、当初、平成18年度までの「改革と展望」が示されておりま

した。それがちょうど終わりますので、平成19年度から、名称は何にするかはま

た議論が要りますけれども、新しい中期経済財政の方針を出すと。これは毎年新

しく盛り込まれた政策を織り込んでローリングしてまいります。まず、５年間の

中期経済財政の方針を出して、それから新しい政策が盛り込まれましたら、それ

を随時また入れて改定していくという形になっております。今は平成18年度まで

の「改革と展望」があって、それはもう今年度で終わるわけですね。平成19年度

からの新しい５年間の「改革と展望」をつくるというのが、ここの趣旨です。 

（丹羽議員） それに関連して、集中審議の提案について申し上げたいと思うんです

が、経済を確実に新たな成長のステージに乗せるということで、精力的に議論を

する必要があると我々も認識をしております。このために７つの課題に含まれた

改革案を個別に議論するわけではなくて、御手洗議員からも発言があったとおり、

創造と成長のための集中審議と銘打って、大きな政策グループとして次回以降集

中的に審議をしていくべきだろうと思っております。次回の諮問会議では、是非、

今後の集中審議における具体的なアジェンダについて、さらに議論をしていきた

いということを提案したいと思います。 

（大田議員）  わかりました。その前に総務大臣。 

（菅議員） 先ほど丹羽議員から公務員改革、行政システムの改革、縦割りの弊害、

そういうお話がありました。私も全くそのとおりだと思っていまして、私、担当

大臣ですけれども、官民交流も含めて、この壁を何としてもぶち破っていきたい、

そう思って取り組んでいることを是非御理解いただきたいと思います。 

 先ほど御手洗議員の中にも地方分権のお話もありました。これは実は「基本方

針2006」にも書かれていますけれども、分権一括法を実現させて、地方に自由と

責任と自律を与えなければならないということになっていますので、その推進体

制を整備する意味で、今度の臨時国会に地方分権改革推進法という法案を総理の

理解を得て出しておりますので、私ども、これを成立させるために全力でやって

いきたいと思います。 

 それと格差の問題で、よく地方が非常に疲弊をしているという話もあります。

これも総理の指示で頑張る地方を応援しよう、そういう室を今日総務省の中に作

りました。これについては、地方自治体は最終的にだめであれば国が何とかして

くれるという甘え部分がありますから、頑張ったところを重点的に応援して、や

る気のある地方をどんどん魅力のあるものにしていこう、そういう考え方で行っ

ているんですけれども、縦割りの話がありました。例えば、企業誘致などは経済

産業省が一番よくわかっていますから、甘利大臣とも相談しまして、業種の壁は

関係なくて、そういう問題を地方応援の中で取り入れていこうということで経済

産業省からも来てもらって、その話を聞く、そういうことを是非やっていきたい
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と思っています。 

 副大臣であったときから思っていたんですけれども、いわゆるイノベーション

の中で情報通信産業は、日本はものすごく優秀なんです。例えば、携帯電話など

は、６割から７割は日本の技術でつくられている。しかし、海外に行くとシェア

は10％から15％ぐらいなんです。御手洗議員のデジカメなどはほとんど日本みた

いになっていますけれども、しかし、情報通信産業というのはこれから一番成長

しますので、なぜ日本が海外で稼ぐことができないかということで、就任をして

その懇談会をつくって、問題点を洗い出して、できれば自動車産業のような形に

育て上げたいと思っていますので、そういう意味でスピードや規制などいろいろ

な問題があると思います。そういうものを、またこの場でもいろいろ教えていた

だきながら、まさに「創造と成長」に寄与できるようにやっていきたいと思って

います。 

（大田議員）  福井総裁、甘利議員の順序で。 

（福井議員） 「成長なくして未来なし」という理念の下で提案されました民間議員

のペーパーを拝読しまして、私も基本的に考え方に賛成でございます。 

 そう申し上げました上で、気持ちの上で少し気になるのは、「成長なくして未来

なし」というこのフレーズが、一般の国民の皆さんに少し耳ざわりがよすぎない

か。一言で言えば、そういう感じてございます。 

 かつての日本経済の中での成長と、これから先の日本経済の中での成長といっ

た場合に、成長へのアプローチが違う。かつては潜在成長能力がもともと高い上

で成長をいかに実現するか。これからは低い潜在成長能力を上げながら、かつ現

実の成長を実現していくという、いわばツーステップアプローチになっていると

ころが基本的に違うと思いますが、潜在成長能力を引き上げていくためにイノベ

ーション、オープン化、その他ここに掲げられたプログラムを実行していくわけ

なんですけれども、この部分は決して甘い課題ではない。国民の皆さん一人ひと

りにとっても決して甘い課題ではなくて、最終的な成長の実現までにまず時間が

かかる。潜在成長能力を上げながら実現していくという意味で、目先、短期的に

高い成長を実現するわけではないということが１つあります。また、オープン化

にいたしましても、規制緩和にいたしましても、これまでかなり進んでいますけ

れども、これから進めていく過程で、なお短期的にはこれを苦痛と受け止める方

がやはり多いのではないか。少なくとも、少なくないのではないか、こういう気

がいたします。 

 もう一つ重要な点は、イノベーションを進め、経済のオープン化を図るという

ことは、経済全体として競争相手国との関係でこれを見た場合には、いわゆる要

素価格均等化定理はもっと徹底的にしみ込んできて、日本の国内で見た場合には、

イノベーションを身につけた人と、イノベーションをなかなか身につけられない

人との間の所得の差は、むしろ、さらに広がるということを相当覚悟しておかな

ければいけないのではないかと思います。 

そういう格差はむしろ縮まるんだという幻想を余り容易に与えない方がいいの
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ではないか。非常に難しい課題だと思います。そこは割り切って、社会の中で新

しいバランス感覚を人々が持たれるようにすることは、経済の世界ではなくて、

まさに政治そのものの葛藤の中で最終的に出てくる課題ではないかと思いますが、

ここの重要な課題とは、経済のプロセスを進めれば、むしろ所得の不均衡は広が

るというぐらいの覚悟で、このプログラムを進める必要があるのではないか。 

日本の経済社会も随分これまでの試練を経て、感覚が塗りかえられてきていま

す。したがって、単純な過去の高度成長の余韻を気持ちの上ではもう余り残して

いないと思いますけれども、結果平等というセンスは、まだ相当尾を引いている

のではないかということを非常に恐れます。 

 したがって、成長戦略といった場合に、まず潜在成長能力を上げながら、さら

に現実の成長力を上げるというツーステップアプローチの意味を多くの人が理解

できるように、諮問会議で打ち出すプログラムが、一々そういうものだというこ

とがわかるように具体的なプレゼンテーションが必要ではないかと思います。 

（大田議員）  関連ですか。 

（伊藤議員） はい。福井総裁のおっしゃられたことは、そのとおりだと思うんです。

それほど甘くないというのは全くおっしゃるとおりで、それは我々も十分覚悟し

た上でこのペーパーを書いております。 

 潜在成長率を引き上げるために時間がかかる、これも我々理解しておりまして、

最初の２年間は「離陸期間」。これは、テイクオフするには非常に大きな推進力が

必要なわけです。その間はそれほどスピードは出ていないかもしれない。ただ、

種をまいてから３年目以降、潜在成長率が高まってくるであろう。しかし、最初

はそんなにすぐには成長率は上がりませんよというのは、この「『離陸期間』と位

置づけて」という表現に含めているつもりです。 

 ただ、その潜在成長率を上げてから需要側がついてくるというツーステップで

ある必要は、必ずしもないのではないかと私は思います。デフレを脱却したかど

うかという議論はありますけれども、実際の成長率はかなり高いところまで来て

いるわけですから、需要はかなり高くなってきている。したがって、潜在成長率

を上げれば、そのまま需要も付いてくると私は感じています。ですから、ツース

テップである必要はない。ただ、最初の期間は大変ですよということは、我々は

十分理解しているつもりです。 

（大田議員）  甘利議員。 

（甘利議員） ２点申し上げます。１点は、「小さい政府」や「簡素で効率的な政府」

といいますと、どうしても地方では、我々を切り捨てるのかと短絡的に結びつけ

るし、野党としては、そういう宣伝を当然すると思います。 

 「小さい政府」とは何かというと、要するに本来やるべきことに特化する政府

である。つまり、これは民間でもできるのではないかということを政府がやって

いると、それは重荷になる。だから、本来政府でなければできないことに特化し

た政府をつくるんだ、というアピールが大事だと思うことが１点。 

 それからもう１点、さっき菅大臣から話のあった経済産業省と総務省の連携、
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これはすごく大事な話で、これからはますます省庁間の壁や、担当間の壁をぶち

破るアライアンス、コラボレーションが鍵になってくると思うんです。 

 例えば、今、地域再生が課題の１つになっていますけれども、従来、その省の

中だけでのアライアンス、コラボレーションはやっているんです。例えば、経済

産業省で言いますと、産業クラスターという構想があって、これは何かというと、

中小企業がアイディアや技術は持っているけれども、それを実用化するまでのス

テップが踏めない。ならば、大学や公設の研究機関などと連携させて、技術やア

イディアを商品化していきましょう、ということまではできる。今度はフェーズ

Ⅱに入って、それにマーケティングという考え方を入れていって、市場が何を求

めるかというところにマッチした商品に仕上げてデビューをさせていく。つまり、

「売る」というところまで連携をとっていくということなんですが、これからは

地域再生などをする場合に、経済産業省の中だけのことに終わらせないで、例え

ば農林水産省と組んで、そこの名産をどうやって産業の目で見ていくかというこ

とです。物産展で終わらせず、それをブランドにまでどう仕上げていくか、とい

うことです。 

 いつもわかりやすい例として出されるのが、広島の熊野の筆ですけれども、あ

れは単なる毛筆の分野でやっていたら、習字をやる人はどんどん減っていってし

まい、衰退産業ですけれども、この肌触りの良さが何かに使えないかという別の

視点で考えて、メーキャップアーティストの化粧筆にして、しかも熊野というメ

ーカーのブランド戦略でブランド化していって世界のブランドにした。マーケテ

ィング、ブランド戦略が組み合わさって、毛筆という分野と別な視点とのアライ

アンスでこれができた。 

地域再生というのも、地域にある資源をみんな引き出していってブラッシュア

ップして、他と連携させていく。例えば、世界遺産でもいいし、歴史的な遺産で

もいいし、景観でもいいし、それらとどう観光とを結びつけるか、そこへ行くた

めには公共事業はどのようにすればいいか。従来の公共事業でいうと、つくるま

では恩恵があるけれども、つくった後はお荷物になってしまう。そうではなくて、

つくった後、地域を振興して稼いでくれるような公共事業とは、地域振興という

視点から、あるいは観光や地域資源との連携をさせるという観点から、公共事業

はどうあるべきかというような、省庁間をまたぐアライアンスというのはものす

ごく大事になってくると思います。 

（丹羽議員） 農業の有識者会議があって、安倍総理も小泉前総理と御一緒になって、

いろいろな名産品が出ていますが、これは経済産業省とコラボレーションしてや

る方が、今おっしゃったのに適していると思います。 

（甘利議員） 農業というよりも工業とか、産業の目で農業を見るからうまくいくん

です。 

（丹羽議員） そうですね。それから「小さな政府」というのは誤解を招くから、「効

率的な政府」にした方がいいかもしれません。 

（安倍議長） 今は「筋肉質」です。 
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（丹羽議員） そういう言葉に変えた方がいいです。「小さな政府」というのは誤解を

招きます。 

（大田議員）  そろそろ時間も迫っていますので、御手洗議員、それから官房長官。 

（御手洗議員） 今の議論とは関連しないのですが、甘利議員から、先ほど正社員と

非正社員のことを言われましたので、喫緊の課題でもあり、そのことについて少

し話をしたいと思うんですが、２つ問題があるんです。 

１つは労働の多様化ということがあります。それは派遣社員というものと請負

社員というものがあります。これが多様化の一つの中身なんですが、結論から言

いますと、実はこのおかげで、日本の産業の空洞化がかなりとめられているんで

す。ただ、この制度にも問題があります。請負というのは、請負事業者が全部自

分で労働者をトレーニングして、何かの仕事を請け負う。その場合、受け入れ先

の人はいろいろ指揮命令はできない。これは当たり前のことだと思うんです。一

方で、派遣は、ただ単純に派遣して、向こうで監督や訓練をしてもらおうという

ことになっています。これも問題ないです。 

 ところが、請負の方が中小企業に多いために、例えばＡという会社に行って請

け負う、それからまたＢに行って違う職種で全部請け負うような場合があるんで

す。その場合、現実には、会社の職種に応じた訓練を請負事業者が全て行うとい

うことはかなり難しいんです。ところが、受け入れた先で指揮命令してはいけな

いという中に、いろいろと仕事を教えてはいけないということも勧告で入ってい

るんです。そこに矛盾があります。どんな工場に行っても、例えば何か突発的な

事故があったり、難しいことがあったりすると、その現場で雇っている方が教え

るというのは当たり前で自然の流れなんです。ところが今の勧告では、それは指

揮命令という言葉の中に含まれるので、そういうことはできない。法律を遵守す

るのは当然ですが、これでは請負法制に無理があり過ぎるんです。勧告にも無理

があり過ぎる。これを是非もう一回見直してほしいということが１つ。 

 もう１つは、今、労働市場は逼迫して、どんどん派遣社員が正社員に代わるよ

うになっていますが、この動きについてはそのままもうしばらく市場に任せた方

がいいということです。このペーパーにもありますけれども、日本の労働市場が

職務給に変わりつつあります。しかしながら、職務給に変わらないうちに、年功

序列型の給料体系の中で、今の派遣法のように３年経ったら正社員にしろといっ

たように硬直的にしますと、たちまち日本のコストは硬直的になってしまいます。

そうすると、それは空洞化に結びつくことになります。したがいまして、ここは

もう少し市場に任せてほしいということと、派遣法を見直してもらいたいという

こと、この２つのことを申し上げたいと思います。 

（大田議員）  それはまた労働をテーマにしましたときに議論になると思います。で

は、官房長官。 

（塩崎議員） 私は調整役でもありますので、余り多くは主張いたしませんが、今日

の民間議員の皆様方のペーパーは非常に包括的にアジェンダ・セッティングして

いただいて、大変すばらしいと思っております。特に安倍総理の基本的な哲学を
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踏まえた上でのアジェンダ・セッティングをしていただいたと思っております。 

 先ほど、尾身大臣、甘利大臣からの御指摘事項もありましたが、皆ほとんど同

じ方向を向いていることが確認できたことを、私としても大変うれしく思ってお

ります。 

 甘利大臣の御指摘なさったことも考えてみると、甘利大臣のペーパーを一つ一

つ見てみて、民間議員ペーパーの①から⑦までの項目を割り振ってみると、大体

すべてカバーできるということで、多分、同じような方向性を考えておられるの

ではないか。尾身大臣の御懸念も、実績がまだ出ていないうちに数字を固め切る

のはおかしいのではないかということだろうと思いますので、定性的なことも含

めて、いずれにしても、５年程度のフレームワークをどう考えるのかということ

は、絶えず念頭に持っていないといけないと思っています。 

 特に、有識者議員ペーパーの「今後の審議の進め方」の部分にある「歳入・歳

出一体改革」の話が出ており色々ご意見ございましたが、我々はもう既に2011年

度にプライマリー・バランスを黒字化させるということをコミットしているわけ

でありまして、これについて、初年度である平成19年度でどうするかというのは、

まさに正念場だと思います。それと、それを逆戻りしない決意を実行化するよう

な仕組みを持つということも私は大事だと思いますので、それはそれとしてやる

わけですが、資料③の「『創造と成長』に向けた各課題について」ということで、

まさに成長戦略を含めて決めなければいけない中期方針となると思います。 

 若干細かい話でありますけれども、福井総裁のお話の中のツーステップについ

ては、まさにその２つをやらなければいけないということで、大変難しい課題を

我々は背負っているわけですが、これも伊藤議員がおっしゃったように、同時に

やらざるを得ない。同時という意味では、伊藤議員がおっしゃった、まずＡＳＥ

ＡＮ＋日本でいくべきだということでありますが、恐らくそれが一番現実的だろ

うと思います。他方、経済外交という言葉をお使いになりましたが、順序をつけ

るというよりは、外交というのは経済ではないことを含めることもあるわけです

ので、当面、ＡＳＥＡＮ＋日本が現実的にも最初に来ることは当然のことであり

ますけれども、やはりＡＳＥＡＮ＋３、あるいはＡＳＥＡＮ＋６など、あらゆる

ものを同時に考えていく、経済界は多分同時に進んでいるはずですから、そこの

ところは同時に考えていってもいいのではないかと思います。 

 いずれにしても、丹羽議員からお話が出ましたように、次から集中審議の中身

を示していくという作業に移っていただけるわけであります。そこに我々の思い

を込めて、日本の将来を明るいものにしていきたい、こう思います。 

（大田議員）  とりまとめるに当たりまして、平成18年度で終わる「改革と展望」の

新しいバージョンを、来年１月をめどに策定するという点は御賛同いただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

（安倍議長） それはもう、そういう方向で結構です。 

（大田議員）  はい。それでは、とりまとめをさせていただきます。 

 本日は、今、官房長官からお話がありましたように、意見の方向性は「成長な
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くして財政再建なし」ということで大体一致していたと思います。健全な成長が

ベースであるという点、ただ、それは決してたやすいことではありませんので、

そのための改革をしっかりとやっていく。そのためには政府の関与や行政システ

ムを含めて全部を総点検する、あるいはオープンやイノベーションをてこにする

ことで国内の構造改革を進める、規制改革を進める、税制を改革する、あるいは

省庁間の縦割りを越える、産業間の連携をとることが必要であるという点は、概

ね皆さん御意見が一致していたと思います。 

 ただ、それに当たっては、改革をどう進めるかということを国民へのメッセー

ジとしてわかりやすく出しながら行う、あるいはこれが格差の拡大につながる可

能性が十分ありますので、その点に目配りしながらやっていくということであっ

たと思います。 

 今後の運営につきましても、御賛同が得られましたように、「創造と成長に向け

た集中審議」を早急にスタートする。５年程度の改革の方向性を示す新たな中期

方針について、名称も含めて議論が必要ですが、ポスト「改革と展望」を来年１

月を目途に策定するということで合意が得られたと思います。 

 次回の諮問会議ですが、丹羽議員、それから塩崎議員から御提案がありました

ように、今日示された課題について、どういうところに重点を置いていくのか、

具体的な検討項目を審議したいと思います。それに向けて、まず有識者議員から

御提案をいただきたいと思います。 

 それから、年末まで審議する期間がかなり限られますので、次回から集中審議

の第１回に入ることにさせていただきたいと思います。テーマですが、民間議員

ペーパーの中では、引き続きの取組みが必要であると書かれております「地方分

権改革」、これをまず１回目のテーマにしてはどうかと思います。これに関して、

菅総務大臣から改革プランのお考えを御提言いただき、有識者議員からも問題提

起をいただいて審議を行いたいと思います。 

 総理の方から何かございますでしょうか。 

（安倍議長） 小泉改革の５年数か月、当初、「改革なくして成長なし」、そして改革

には痛みが伴うということで、小泉総理は政治家としては珍しく痛みに触れてお

っしゃったわけであります。多くの国民も拍手を送ったわけでありますが、しか

し、スタートして１年目ぐらいに大変厳しい状況になってきました。不良債権の

処理を進めていく中にあって、どうも経済も調子が悪かったですし、失業率も上

がった中で、あそこでもしたじろいでいたら、また「失われた10年」の繰り返し

で大変な機会を私は失ったのではないかと思います。 

それなりの成果が出てきた今の段階になって、少し一休みした方がいいのでは

ないかという声が聞こえますし、いわゆる格差の問題についても、そちらに取り

組む方が先だという意見もあるわけですが、ここはやはり、道は１つしかなくて、

しっかりと改革を進めていく。そして成長戦略を立てて、成長していくという意

思を我々は示さなければいけませんし、それは内外に示していく必要があるので

はないかと思っています。 
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 確かに規制改革の分野においても、大変固い岩盤が残っているのも事実であり

ますが、「涓滴岩を穿つ」という言葉がありますが、そんな悠長なことは言ってい

られないわけでありまして、我々の責任として、しっかりとすべての改革に取り

組んでいきたいと思います。 

 最初にテイクオフするまでの２年間は、恐らくここが一番苦しいんだろうと思

いますが、我々のこれから行く道について確信を持って、また責任感を持って進

んでいかなければいけないと思っています。 

また、いわゆる格差の問題でありますが、格差の固定化が問題であることと、

成長によって生活水準が全体として上がっていくこと。確かに、新たなイノベー

ション、またオープンな姿勢で進めていけば、そういう意味においては、その波

に非常にうまく乗っていく人との距離感は広がるように見えるかもしれないけれ

ども、実は全体の底上げはきちんと行っていく。そして、それによって得た果実

について均てんしていくことによって、個々のそれぞれの抱えている問題に、国

として対応していくことが、私は大切ではないかと思っています。 

 また再チャレンジについても、これはいわばセーフティネット的な救済策では

なくて、人材を活用していく。能力をより生かしていくということで、これを進

めていくことによって、一時的に産業界にとって若干重荷になるかもしれません

が、中長期的には必ずプラスに作用するのではないかと思いますので、そういう

観点からも是非お願いをしたいと思います。 

 「創造と成長」というのは極めていい言葉ではないかと思います。この方向で、

小泉政権のときに、成長戦略によって2.2 ％の実質成長を達成して、３％の名目

成長という目標を立てたわけでありますが、皆さんにお示しをいただいたこの方

向を進めていただくことによって、更に潜在成長力を伸ばしていけば、私はこの

３％を超えていくということは不可能ではないと思いますので、是非そうした諸

課題に取り組んでいただきたいと思います。 

 また、こうした課題の実現に向けて、この諸課題の改革の道筋を諮問会議で早

期に検討していただきたいと思いますが、その道筋について来年の中期方針にお

示しすることができればいいのではないかと思っています。 

 また来年度の予算については、平成18年度の新規国債発行額を下回るという目

標も立てています。しっかりと第一歩を示していく。この財政規律を守っていく

という意味においても、歳出削減を着実に進めているということを結果として示

していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  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。 

 先ほど申し上げましたとおり、この後、本日の会議の審議内容につきまして、

私の方から記者発表を予定しております。記者発表におきましては、発言者名を

伏せて意見の紹介をするにとどめます。３日以内に発言者の確認を経た上で、発

言者名を明記しました議事要旨を公表することとしておりますので、それまでの

間は御自分の発言を除いて対外的に明らかにすることのないよう、よろしくお願
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い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

（以 上） 


