
平成 18 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

（概要） 

（大田議員） それでは、今年 22 回目の経済財政諮問会議を開催する。 

本日は安倍内閣として初めての会合なので、私の方から各議員の紹介をさせてい

ただく。 

塩崎恭久内閣官房長官、菅義偉総務大臣、尾身幸次財務大臣、甘利明経済産業大

臣、福井俊彦日本銀行総裁。続いて、先ほど総理から辞令が交付され、正式に任命

された有識者議員の方々を御紹介する。伊藤隆敏議員、丹羽宇一郎議員、御手洗冨

士夫議員、八代尚宏議員。最後となるが、進行を担当させていただく経済財政政策

1


平成 18 年第 22 回経済財政諮問会議 



担当大臣の大田弘子です。 

それでは、初めに安倍議長からごあいさつをお願いします。 

（安倍議長） 新しいメンバーになって、第１回目の経済財政諮問会議になるわけだが、

開催に当たって一言ごあいさつを申し上げたい。 

   ９月 26  日に首班に指名をされたわけだが、所信表明演説において、戦後レジー

ムから脱却をして、そして美しい国を創って、新しい国創りに挑んでいくというこ

とを申し上げた。是非皆様方におかれては、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。 

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ある。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いる。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。 

日本経済、また日本の国は色々な課題を抱えているわけであり、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る。また財政の再建と

いう問題もあるし、格差の解消という問題もある。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る。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。 

経済財政諮問会議の議員の皆様方におかれては、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。 

皆様方におかれては、大変お忙しい中、議員を引き受けていただいた。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ある。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ため、

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。つまり、国民の皆様

に対して、あるいはまた、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うので、よろしくお願いする。 

○経済財政諮問会議の今後の運営方針について

（大田議員）  議事に入る前に、安倍内閣として初めての会合ということで、お手元に

経済財政諮問会議の運営規則等の資料をお配りしている。詳細は後ほど御確認をい

ただければと思うが、この中で運営規則第６条の規定に基づいて、会議における審

議の内容等については、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い

る。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しているの

で、予め御承知おきいただきたい。 

それでは議事に入らせていただく。経済財政諮問会議の今後の運営方針について、

今日はまず有識者議員から御提案をいただいているので、発表をお願いする。 

（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って、私か

ら有識者議員４人の連名で作成した資料について、御説明する。 

本ペーパーの構成は３つの部分からなっている。まず第１に、今後の経済財政運

営の理念を掲げている。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いる。 

まず第１に、今後の経済財政運営の理念について。理念部分のキーワードは「成

長なくして日本の未来なし」である。安倍議長は、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いる。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らない。 
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安倍議長が表明する「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る。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

分がある。 

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

であると考えている。 

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いる。そして、経済財政

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

と考える。 

第２に、『創造と成長』への課題について。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。その際の改革の鍵としては、以下の７つの課題を

考えている。 

①として、イノベーションによる生産性向上。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。③として、世界（特にアジア）に向けたオープン

な経済の構築。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。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」の必要性。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。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。 

第３に、今後の審議の進め方について。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い

る。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か。①として、

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として、「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として、「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。 

最後になるが、私は改革や革新に終わりはないと考えている。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

かりになっている。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いる。 

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してきた。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るが、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った。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

進みつつあった。私としては、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、大いに議論を行っていきたいと思う。 
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（大田議員） 有識者議員ペーパーは、１枚紙の図も付けてあり、多分、これが改革の

全体像を示す図になるのだろうと思う。 

（尾身議員） 現在の財政の状況について、私なりにかねがね感じていることを申し上

げたいと思い資料を用意した。 

配布してある資料の色のついた１ページを御覧になっていただきたい。我が国の

債務残高、国・地方を合わせて 775 兆円、ＧＤＰ対比 150％になっている。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 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、こういう状況である。 

次のページが国民負担率の表で、日本は赤い色で書いてあるが、37.7％が現在の

負担率である。国民負担率は御存じの通り、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る。これが 38％

となっている。 

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いるが、アメリカはい

わゆる医療保険、国民皆保険制度が無く、そのために医療費の負担というのを別途

私的保険で掛けており、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％ぐらいの格差がある。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、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ある。 

したがって我が国は、日本の一人当たり所得は 437 万円だが、仮に一人当たり

100 万円の所得とすると、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 万に対して 71 万円のお金を納めている。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ある。日本は借金の残高が一番多いわけである

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というのは世界一低

い水準という状況になっているわけである。 

そういう状況であるが、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ており、

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いる。 

したがって、19 年度の予算編成に当たり、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ある。 

新規の国債発行額は、16 年度で 37 兆、17 年度 34 兆、18 年度 30 兆と減額をして

きたが、19 年度予算においても、この 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、これを実現しなければならな

いという考え方である。 

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ては、安定的な財源を確保するため、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いる。 

現在の諸情勢を勘案すると、来年度の予算の歳出削減の状況、あるいは７月ごろ

に判明する 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た
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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あり、これらを踏まえ、

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

と考えている。 

いずれにしても、財政再建の重要性に鑑み、19 年度予算については従来の改革努

力を継続し、徹底した歳出削減に取り組んでいきたいと考えており、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いて御協力をいただきたいと考

えている。 

（大田議員）  甘利議員からも資料が提出されているので御説明をよろしくお願いした

い。 

（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

いただいた。「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

いうトーンはその通りだと思う。しかし、「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話になったのはどうしてかと思っている。

総理が随所で述べている「成長なくして財政再建なし」というのは大変に意味深

い。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、それはその通りであるが、

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。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。だからこそ「成長なくして財政再

建なし」、「成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。 

ここで成長のメインエンジンと総理が述べている以上、どうやってパイを大きく

するかということがまずあり、その上にいろんなプランが立つ。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述べているのだ

が、まずパイを大きくし、その上でいろん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。 

（大田議員） 議論は後からお願いしたい。 

（甘利議員） 「経済成長戦略の具体化に向けた課題」である。 

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、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いる。 

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」、これらは検討すべき課題である。 

規制改革による新たな市場を創出。総理が述べ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う。狭義の意味は技術革新であり、広義は刷新であり、

あらゆる分野の刷新を図るという意味である。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う。 

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う。 

それから成長を担う人材の育成。教育の現場での産学連携や再チャレンジも可能
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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うが、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。もちろん、非正規の雇用というのは、それは雇用する側も

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ろうし、これを双方

のニーズに沿った部分としてきちっと健全に位置づけるということは大事だと思

うが、正規を希望しているけれども、なかなかそれが果たせないということについ

て、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いる。それから中小企業の再チャレンジと地域の活性

化等々、これらが課題だと思っている。 

（大田議員） それではここから自由討議に入りたいと思う。丹羽議員。 

（丹羽議員） 今、甘利議員のおっしゃった件は、御手洗議員が説明したと思うが、要

するに全ての大前提に、「経済成長なくして国の将来はない」ということになって

おり、今後の審議の中で、全ての前提にこ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う。 

私は、この問題について、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。前政権の時は、やはり改革というのは非常に目立

つ内容であり、郵政、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。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。相当の覚悟をもってやらないと、先ほど御手洗議

員が申し上げたように岩盤に直面し、底を穿つような力が要るのではないかと思っ

ており、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

が必要だろうと思う。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る。 

明治維新以来、約 140 年、戦後 60 年経っていて、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。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。そういうことを考えると、

総点検しない方がおかしい。その中の一つに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

の無責任体制というのはずっと続いている。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。 

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、いろんな問題をここでこれから

議論を是非していきたいと思う。 

それを議論していく上で、岩盤に穴を穿つということは根が非常に強く張ってお

り、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うので、各大臣

におかれては、是非、省庁間のいろんな連携で御理解と御協力をお願いしたい。 

   総理が先ほど述べ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る。国民に対して分かり易い説明をし、国民に対して

トランスペアレンシーとディスクロージャーをはっきりするということであり、私

も大賛成である。各大臣にも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うので、是非これからも御理解と御容赦
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をお願いしたい。 

（八代議員） 今、御手洗議員と丹羽議員の仰ったとおりである。先ほど甘利議員の方

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だが、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。 

基本的に我々が考えている克服すべき課題というのはたくさんあるが、人口減少

による成長制約、それから尾身議員が仰った財政赤字の問題、それから格差の固定

化の懸念という３つが主たる克服すべき課題であると考えている。そのための解決

策として何があるかというと、下に書いてあるようなオープン＆イノベーションを

柱として、徹底した歳出削減と人材／再チャレンジの推進がある。 

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あるが、

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ある。これまで日本の

政府はどうしても過度の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、それら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なと思う。これが規制改革・

民間開放の考え方であるが、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

が入るわけだから、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、財政再建というのが一番重要ではないかなと考えてい

る。 

オープン＆イノベーションの方も全くそうであり、今、高齢化社会というのが非

常に大きな制約要因なわけであるが、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もある。これから高齢者がどんどん増えるということは、医療

とか介護サービス、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だが、それを官の規制が妨げている。そういう規制をな

くし、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

考えていくというのがオープン＆イノベーションの基本ではないかと思っている。

それから人材／再チャレンジについても、労働市場が２つの意味で重要である。

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、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、それが今なかなか難

しく、いわば正社員の地位が身分によって決まっている。正社員と非正社員との身

分格差のような問題が起こっているのが実は非常に大きな問題ではないかと思っ

ている。 

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、経済全体の生産性を高めるということができる。

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いる。 

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

いうことは全く今まで発言された方々と同じ意見である。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う。 

安倍議長が「主張する外交」ということを掲げておられるわけだが、私は是非「主

張する経済外交」というように経済にも重点を置いていただきたいと思っている。
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なぜかと言うと、私はよくアジアの国に行くが、外から見ているとどうも日本はス

ピードが遅いというふうに思われている。 

例えば、あるＡＳＥＡＮの国に先日行って大臣と話をしたが、中国とＡＳＥＡＮ

はＦＴＡができた。これはインプリメントされている。韓国とも締結した。これも

いよいよもうすぐ発効するという形で、日本が遅れているねと言われた。我々は日

本とやりたい、でも、いろいろ乗り越えなきゃいけない障害があり、是非スピード

を持ってこれを克服していきたいと非常に意欲的に仰っている。 

それから二国間のＦＴＡも日本は進めている。これは今日の新聞に出ていたこと

だが、安倍議長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仰ったと新聞で読み、

是非それは実現していただきたいと思っている。 

ＡＳＥＡＮの国にとっては、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。それ

からＡＳＥＡＮとＡＳＥＡＮ＋３、あるいはＡＳＥＡＮとＡＳＥＡＮ＋６というこ

と、色々な構想あるいは筋道があるわけだが、ＡＳＥＡＮ＋日本というのをとにか

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

やろうと、それからＡＳＥＡＮ＋３、あるいは＋６というのを考えていこうと。順

序を付けるというのは非常に重要だと思う。これを是非、安倍議長、それから甘利

議員からメッセージとして発していただきたいと、私はＡＳＥＡＮの国を回ってい

て感じた。 

ＦＴＡには消極的な意味と積極的な意味と２つあると思う。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いうふうに聞いて

いるが、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。 

もう１つ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

るが、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を今地域レベルで作っているのだ。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持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

いと思う。 

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というものが幾つかある。一番端的によく言われる

のは農業保護の問題である。もちろんそれだけではないが。したがって、ＦＴＡを

スピード感を持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

というの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る。 

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。
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これは是非ＦＴＡを宣言して、時間の措置、経過措置があるから、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の強化を図ってい

く。国境措置というのは非常に非合理的・非効率的な保護の形態である。競争力強

化のための保護の形態であるから、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う。 

（尾身議員） この民間議員のペーパーについて、意見を申し上げたい。 

「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、そのために何をなすかということだが、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していかないと、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つあり、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。

もう１つは、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、日本がそういう面でハンディキャッ

プを負わないようにしないといけない。これをしっかりと進めることが成長を実現

し、経済再建、財政再建を実現する一番のゆえんだと考えている。 

それから、最後の３の「今後の審議の進め方」の一番最後の２行だが、来年の１

月に５年程度の改革の方向性を示しとあるが、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、関係の方面に御理解をいただかなければいけないと思ってい

るが、財政と経済のバランスをどう考えていくかについては、19 年度の歳出削減の

状況、あるいは７月ごろに判明する 18 年度の決算の状況、医療制度の改革を踏ま

え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、それを見た上で今

後増えると予想される社会保障や少子化対策も踏まえ、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いる。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や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、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ちょっと無理があるのではない

か。 

したがって、今は「基本方針 2006」の方向でしっかりやっていき、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とか少子化とか、その他経

済の活性化のための対策もいろいろ議論して、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と考えており、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決めにくいのでは

ないか。 

（八代議員） 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。その意味でも中期的な財

政バランスや制度改革を含んでやる。しかも確実なベースで考えなければいけない。

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、必

ずしもそこまで待つ必要はないと考えている。 

（丹羽議員） 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。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とか、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
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ような施策をとっていくことは、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、おいおい提案したいと思っている。 

（大田議員）  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、

当初、18 年度までの「改革と展望」が示されていた。それがちょうど終わるので、

19 年度から、名称は何にするかはまた議論が要るが、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いく。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たら、

それを随時また入れて改定していく形になっている。今は 18 年度までの「改革と

展望」があり、それはもう今年度で終わる。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、ここの趣旨である。 

（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。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

我々も認識している。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、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。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、

さらに議論をしたいということを提案したい。 

（菅議員） 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、という話

があった。私も全くそのとおりだと思っており、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。 

御手洗議員の中にも地方分権の話もあった。これは実は「基本方針 2006」にも書

かれているが、分権一括法を実現させ、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おり、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、これを成立させ

るために全力でやっていきたい。 

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る。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った。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るの

で、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、という考え方で行っているが、縦割りの話があった。例えば、

企業誘致は経済産業省が一番よくわかっている。甘利議員とも相談をして、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

と思っている。 

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である。

例えば、携帯電話は、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。御手洗議員のデジカメなんかはほとんど

日本みたいになっているが、しかし、情報通信産業というのはこれから一番成長す

るので、なぜ日本が海外で稼ぐことができないか、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

おり、そういう意味でスピードとか規制だとかいろいろな問題がある。そういうも

のを、まさに「創造と成長」に寄与できるようにやっていきたい。 

（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た民間議員のペー

パーを拝読し、私も基本的に考え方に賛成である。 

気持ちの上で少し気になるのは、「成長なくして未来なし」というフレーズが、
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一般の国民の皆さんにちょっと耳ざわりがよすぎないか。 

かつての日本経済の中での成長、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

的に違うと思う。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だが、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つある。また、オープン化も、規制緩和も、これまでかなり進んでいるが、

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少なくな

いのではないか。 

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。 

そういう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で

はないか。非常に難しい課題だと思うが、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う。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おり、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うが、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。 

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。 

（伊藤議員）福井議員のおっしゃったことは、そのとおりだと思う。それほど甘くない

というのは全くおっしゃるとおりで、我々も十分覚悟した上でこのペーパーを書い

ている。 

潜在成長率を引き上げるために時間がかかることも理解している。最初の２年間

は「離陸期間」であり、テイクオフするには非常に大きな推進力が必要。この間は

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だろう。しかし、最初はそんなにすぐには成長率が上が

らない。こういうことを、この『「離陸期間」と位置づけて』という表現に含めて

いるつもりである。 

ただ、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。デフレを脱却したかどうかという議論はあるが、

実際の成長率はかなり高いところまで来ており、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、そのまま需要もついてくると感じている。だ

から、ツーステップである必要はない。ただ、最初の期間は大変だというのは十分

理解しているつもりである。 
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（甘利議員） ２点申し上げる。１点は、「小さい政府」とか、「簡素で効率的な政府」

というと、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、当然そういう宣伝をする。「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、民間でもできることを政府

がやると重荷になる。だから、本来政府でないと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である。 

もう１点は、さっき菅議員から話があった経済産業省と総務省の連携。これは大

変大事で、これからはますます省庁間や担当間の壁を打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。 

例えば、今、地域再生が課題の１つになっているが、その省の中だけでのアライ

アンス、コラボレーションは従来やっている。例えば、経産省で言うと、産業クラ

スターという構想がある。中小企業が、アイディアや技術は持っているが、それを

実用化するまでのステップが踏めない。ならば、大学とか公設の研究機関などと連

携させて、技術とかアイディアを商品化していく、ということまではできる。今度

は、それにマーケティングという考え方を入れていって、市場が求めることにマッ

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。これからは地域再生などをする場合に、経産省の中

だけで終わらせないで、例えば農水省と組んで、そこの名産をどうやって産業の目

で見ていくか。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。

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。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くし、衰退産業である。

しかし、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、それとどう観光と結びつけるか、そこへ行くために公共事

業はどうすればいいか。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る。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、地域振興という視点から、あるいは観光や地域資源と

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。 

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

いろんな名産品が出ているが、これは経産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う。 

（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。 

（丹羽議員） 「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

がいいかもしれない。 

（安倍議長） 今は「筋肉質」です。 

（丹羽議員） そういう言葉に変えた方がいい。 

（御手洗議員） 今の議論とは関連しないのだが、先ほど、甘利議員が正社員と非正社

員のことを言われたので、喫緊の課題でもあり、少し本件について話をしたい。２

つ問題がある。 

１つは、労働の多様化。多様化の一つの中身として、派遣社員と請負社員がある。
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結論から言うと、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。ただ、この制度にも問題がある。請負は、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

揮命令ができない。これは当たり前のことだと思う。一方で、派遣は、ただ単純に

派遣して、派遣先で監督や訓練をしてもらおうということになっている。これも問

題ない。 

ところが、請負の方が中小企業に多いため、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。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ことはかなり難しい。

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。そこに矛盾がある。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である。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だが、これでは請負法制に無理があり過ぎる。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。 

もう一つは、今、労働市場が逼迫して、どんどん派遣社員が正社員に代わるよう

になっているが、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

ということである。このペーパーにもあるが、日本の労働市場が職務給に変わりつ

つある。しかしながら、職務給に変わらないうちに、年功序列型の給料で、今の派

遣法のように３年経ったら正社員にしろと硬直的にすると、たちまち日本のコスト

は硬直的になってしまう。それは空洞化に結びつくことになる。したがって、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つを申し上げたい。 

（大田議員） それはまた労働をテーマにしたときに議論になると思う。

（塩崎議員） 私は調整役でもあるので余り多くは主張しないが、今日の有識者議員ペ

ーパーは非常に包括的にアジェンダ・セッティングされていて、大変素晴らしいと

思っている。特に、安倍総理の基本的な哲学を踏まえた上のアジェンダ・セッティ

ングをしていただいたと思う。 

先ほど、尾身議員、甘利議員からの御指摘事項もあったが、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いる。 

甘利議員のペーパーを一つ一つ見て、有識者議員ペーパーの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ており、同じような方向性を考えてお

られるのではないか。尾身議員の御懸念も、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と思うので、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。 

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」に関しても色々ご意見ございましたが、我々は 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、初年度で

ある 19 年度でどうするかというのは正念場だと思う。それと、それを逆戻りしな

い決意を実行するような仕組みを持つことも大事なので、③の「「創造と成長」に

向けた各課題について」ということで、成長戦略を含めて決めなければいけない中

期方針となると思う。 

若干細かい話であるが、福井議員御指摘のツーステップについては、まさにその
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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

わけだが、伊藤議員が言われたように同時にやらざるを得ない。同時という意味で

は、伊藤議員が言われた、まずＡＳＥＡＮ＋日本でいくべきということが恐らく一

番現実的だろう。他方、経済外交という言葉をお使いになったが、順序をつけると

いうよりは、外交というのは経済以外のことを含めることもあるわけなので、当面、

ＡＳＥＡＮ＋日本が現実的にも最初に来ることは当然のことだが、やはりＡＳＥＡ

Ｎ＋３、あるいはＡＳＥＡＮ＋６などあらゆるものを同時に考えていってもいいの

ではないか。 

いずれにしても、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くわ

けであり、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。

（大田議員） とりまとめるに当たり、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よろしいか。 

（安倍議長） その方向で結構である。 

（大田議員） とりまとめをする。 

本日は、今、塩崎議員からお話があったように、意見の方向性は、「成長なくし

て財政再建なし」ということで大体一致していたと思う。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ないので、そのための改革をし

っかりとやっていく。そのために、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、概ね御意見が一致していたと思

う。 

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

が十分あるので、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う。

今後の運営についても、御賛同が得られたように、「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だが、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。 

次回の諮問会議だが、丹羽議員、塩崎議員から御提案があったように、今日示さ

れた課題についてどういうところに重点を置くのか、具体的な検討項目を審議した

い。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。 

年末まで審議する期間がかなり限られるので、次回から集中審議の第１回に入る

ことにしたい。有識者議員ペーパーの中で取組が求められている「地方分権改革」

を、まず１回目のテーマにしてはどうかと思う。これに関して、菅議員から改革プ

ランを御提言いただき、有識者議員からも問題提起を頂いて審議を行いたい。 

（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。多くの国民も拍手を送ったわけだが、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た。不良債権の処理を進めていく中にあって、経済も調子が悪

く、失業率も上がっており、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失ったのではないかと思う。 

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るし、いわゆる格差の問題に取り組む方が先だという意見も

あるわけだが、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。
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そして、成長戦略を立てて、成長していくという意思を内外に示していく必要があ

るのではないかと思っている。 

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、

「涓滴岩を穿つ」という言葉があるが、そんな悠長なことは言っていられず、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。 

テイクオフするまでの最初の２年間というのは、恐らくここが一番苦しいのだろ

うと思うが、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。 

また、いわゆる格差の問題だが、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が、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を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ということが大切ではないか。 

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ないが、中

長期的には必ずプラスに作用すると思うので、そういう観点からも是非お願いをし

たい。 

「創造と成長」というのは極めていい言葉ではないかと思う。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、３％の名目成長という目標を立てたわ

けであるが、皆さんが示され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％を超えていくことは不可能ではないと思う

ので、是非そうした諸課題に取り組んでいただきたい。 

また、こうした課題の実現に向けて、改革の道筋を諮問会議で早期に検討してい

ただきたいが、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。 

来年度の予算については、18 年度の新規国債発行額を下回るという目標も立てて

いる。しっかりと第一歩を示していく。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ので、よ

ろしくお願いする。 

（大田議員） 以上をもって本日の経済財政諮問会議を終了する。 

先ほど申し上げたとおり、この後、本日の会議の審議内容につきまして、私から

記者発表を予定している。記者発表においては、発言者名を伏せて意見の紹介をす

るにとどめる。３日以内に発言者の確認を経た上で、発言者名を明記した議事要旨

を公表することとしているので、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お願いする。 

      （以 上）

15


平成 18 年第 22 回経済財政諮問会議 


