
  

  

 

 
 

 

 

 

      

      

   

  

   

     

       

   

   

 

   

 

 

 

 

 

  

平成 18 年第 31 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 18 年第 3  1 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 12 月 26 日(火) 14:04～14:55 

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）平成 19 年度予算案について 

（２）新中期方針（案）について 

3.閉会 

(説明資料) 

○ 平成 19 年度予算編成について（尾身議員提出資料） 

○ 日本経済の進路と戦略（仮称）（案） 

○ 財政健全化の中期的目標及び平成 19 年度予算案との関係について（内閣府） 

○ 「進路と戦略」第４章及び参考試算について（尾身議員提出資料） 

（配付資料） 

○ 平成 19 年度予算（政府案）のポイント（参考資料）（尾身議員提出資料） 

○ 「生活者としての外国人」に関する総合的対応策（塩崎議員提出資料） 
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平成 18 年第 31 回 議事録 

(本文) 

○議事の紹介 

(大田議員) ただいまから今年31回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日の議題ですが、まず平成19年度予算案について、尾身大臣から御報告をい

ただきます。次に新中期方針について、今日は案をお示しいたします。それから

今年最後の諮問会議になりますので、会議終了の前に総理からごあいさつをいた

だく予定です。その際プレスを入れますので、よろしくお願いいたします。 

それではまず、平成19年度予算案について、尾身大臣、よろしくお願いします。 

○平成19年度予算案について 

(尾身議員) 平成19年度予算案につきましては、12月20日の閣議で財務省原案を提出

して、その後折衝を重ねた結果、一昨日の閣議を経まして、政府原案を閣議決定

していただいたところでございます。 

  資料「平成19年度予算編成について」がございますが、一般会計の総額は82.9

兆円となっております。税収が7.6 兆円も増加したにもかかわらず、徹底した歳

出削減の方針を貫き、７月に決定しましたシーリングを一歩も踏み出していない、

枠内での予算編成をすることができました。 

一般歳出は、平成18年度の46.4兆円から名目上は0.6 兆円増加して47.0兆円と

なっておりますが、電源開発特別会計の仕組みの変更に伴います歳出増が3,000 

億円ありまして、それを差し引きますと、一般歳出規模は46.7兆円であり、シー

リングの46.8兆円以下になっているわけでございます。 

そのような結果、総理の御指示を踏まえまして、新規国債発行額を平成18年度

の30兆円から過去最大の4.5 兆円の縮減をし、25.4兆円にとどめることができま

した。 

これに加えまして、交付税特別会計の新規借り入れを平成５年度以来14年度ぶ

りに停止をいたしまして、更に交付税特会の借入金残高のうち、国分とされてい

る19兆円を一般会計で引き受けまして、その償還1.7 兆円を始めたということで

あり、これを含めますと、6.3 兆円の財政健全化となっております。 

公債依存度は平成16年度が最悪で45％でございましたが、３年間継続して改善

し、平成18年度の38％から平成19年度予算では31％となりました。また、一般会

計のプライマリー・バランスにつきましても、最悪でありました平成15年度の19.6

兆円から４年連続して改善し、平成18年度の11.2兆円から6.8 兆円改善をして4.4  

兆円になりました。これらは厳しい歳出改革努力のあらわれでございまして、市

場関係者からも財政健全化路線を貫いたという高い評価を得られたものと考えて

おります。更に交付税特別会計の借入金を一般財源で承継したことや、電源開発

促進税収を一般会計経由で繰り入れることにいたしまして、透明性の向上にもプ

ラスになったと考えております。 

予算の重点化につきましては、厳しい歳出削減努力を貫きながら、全体として

安倍政権の重要施策であり、美しい国創りの根幹である地域活性化、再チャレン
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平成 18 年第 31 回 議事録 

ジ支援、教育再生、少子化対策といった施策には特別に配慮いたしまして、いわ

ば政治の温かみを広く地域や国民の末端にまで行き届かせようとする政策に目配

りをしたと言えると思います。もちろん、成長力強化のためのイノベーションと

いう観点からは、科学技術あるいは中小企業という分野にも力を入れることにし

ております。 

以上、これまでの改革の成果を無駄にせず、財政健全化に向けた、かつメリハ

リを効かせた予算をつくることができたと考えております。予算編成過程におけ

る皆様の御協力に感謝申し上げる次第でございます。 

(大田議員) ありがとうございます。御意見など何かありますでしょうか。よろしい

ですか。それでは、次の議題に移らせていただきます。 

○新中期方針（案）について 

（大田議員） 新しい中期方針の案です。今日お示しする案は、12月14日に原案をお

示ししたときの御議論を踏まえて修正を行ったものです。事務局を通じて調整さ

せていただいております。今日、第４章で、原案では空白としていた具体的な数

字を含む表現について、試算を踏まえて新たに記述しております。内閣府におい

て、「財政健全化の中期的目標及び平成19年度予算案との関係について」も試算し

ております。こちらを併せまして、内閣府の担当から御説明申し上げます。 

(齋藤内閣府計量分析室長) それでは、「日本経済の進路と戦略」に関する参考試算

の暫定的な試算結果について御説明をいたします。参考試算につきましては、計

量モデルを用いて試算を行い、来年１月の経済財政諮問会議に御報告させていた

だく予定となっております。現在、それに向けて鋭意作業中でございますけれど

も、本日はマクロ経済に関する暫定的な試算結果について御説明をさせていただ

きます。来年の１月には、今後追加されるデータを織り込み、内容を精査した上

で、国・地方の基礎的財政収支の動向などの財政の姿と併せまして、試算結果を

御説明したいと思っております。 

今回は２つのケースについて試算を行っております。１つは、この「進路と戦

略」に盛り込まれた政策が実行される場合に視野に入ることが期待される経済の

姿を描いたものでございます。 

もう１つのケースは、先ほどの対極にあるケースで、政策努力がなされず、か

つ世界経済の減速など外的な経済環境も厳しいものとなる場合の経済の姿を描い

たものでございます。 

「進路と戦略」の第４章の本文では、この試算を念頭に置きまして、「進路と戦

略」に盛り込まれた政策が実行される場合には、「今後５年間のうちに２％程度あ

るいは、それをかなり上回る実質成長率が視野に入ることが期待される」と記述

されております。他方、このリスクが顕在化するケースを見ますと、実質成長率

は１％台前半あるいはそれ以下にとどまるものと見ております。 

物価については、適切なマクロ経済運営の下で、安定的な物価上昇率が徐々に

実現していくと見込まれ、消費物価指数の上昇率は５年間のうちに２％程度に近
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平成 18 年第 31 回 議事録 

づいていくものと見込んでいます。ＧＤＰデフレーターの上昇率でございますけ

れども、消費者物価指数の上昇率をやや下回る程度で推移すると見込んでいます。

他方、リスクが顕在化するケースでは、物価上昇率はこれらを若干下回ると見て

います。 

ＧＤＰデフレーター上昇率と実質成長率をあわせた名目成長率については、政

策が実行される場合には「５年間のうちに３％台半ば程度あるいはそれ以上も視

野に入ることが期待される」と記述されております。他方、リスクが顕在化する

ケースの場合には、実質成長率が低いこともありまして、２％台前半あるいはそ

れ以下にとどまるものと見ています。以上が参考試算の暫定的な試算結果に関す

る御説明でございます。 

引き続きまして、資料「財政健全化の中期的目標及び平成19年度予算案との関

係について」を御説明いたします。 

11月24日の経済財政諮問会議におきまして、有識者議員から内閣府に対しまし

て、2011年度の国・地方の基礎的財政収支黒字化のための要対応額がどのように

変化しているのか、また平成19年度予算案において、どの程度の歳出削減が図れ

ているのかといった点について、経済財政諮問会議に報告するようにとの御提言

がございました。この御提言を受けまして、内閣府において国・地方合わせた国

民経済計算ベースで試算を行いましたのがこの資料でございます。 

国・地方の基礎的財政収支を2011年度に黒字化するために必要な要対応額は、

足下の税収増を織り込み、また名目成長率を３％と想定するなど「基本方針2006」

の考え方に沿って試算してみましたところ、13兆円程度となりました。これは「基

本方針2006」の策定時における16.5兆円程度と比較いたしますと、3.5 兆円程度

の減少となります。ただし経済動向により、今後の税収は大きく変化し得ること

から、この結果については相当な幅をもって見る必要があると考えております。 

他方、平成19年度の国・地方の歳出を試算いたしまして、これを「基本方針2006」

に織り込まれた「歳出改革を行わない場合」の歳出と比べてみますと、3.5 兆円

程度下回るものとの試算結果が得られております。 

なお、今後の基礎的財政収支の動向につきましては、経済環境の不確実性を十

分に考慮して、幅をもってみる必要があると考えております。2011年度に至る基

礎的財政収支の動向につきましては、来年１月の「参考試算」においてお示しす

る予定でございますけれども、経済環境の不確実性等を十分に考慮いたしまして、

複数のケースに基づく試算をお示しする予定であることは、先ほど御説明したと

おりでございます。 

私からの説明は以上でございます。 

(大田議員) それでは、尾身議員から説明をお願いいたします。 

(尾身議員) ２点申し上げたいのでありますが、掲出しております資料「『進路と戦略』

第４章及び参考試算について」をご覧になっていただきたいと思います。 

第４章の「経済の将来展望」でございますが、これは安倍政権スタートの際に、

将来展望を経済の面からどのようにもっていくかをお示ししているものであると
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平成 18 年第 31 回 議事録 

理解しておりまして、極めて大事だと思っております。税制、財政をめぐる各般

の議論に極めて影響がありますし、通常国会でもこの辺の議論が行われると考え

ております。 

そこで、第４章の原案に対して、財務省の意見、私自身の意見でもありますが、

別案を出させていただきました。最初の３％を超える成長率とは、過去の５年間、

あるいはここ３年間の実績から見ても相当に高いものであり、少なくとも過去５

年間なり３年間をそのまま延長というシミュレーションで考えると、成長率はも

っと低くなると我々は認識をしております。したがいまして、３％を超えるよう

な成長率を実現するということは、ある種のブレークスルーがなければできない

ので、今までの経済の動向と断絶とまで言いませんけれども、状況の変化、大き

な変更のようなものがないと、なかなかそこまでいかないのではないかというの

がまず一つの前提であります。 

そこで、第４章の表現でありますが、成長率が高いケースとして、「『進路と戦

略』に盛り込まれた政策が実行される場合には、視野に入ることが期待される」

経済の姿としておりますけれども、これは「『進路と戦略』に盛り込まれた政策を

実行するとともに、その政策の効果が最大限に発揮され、かつ内外の経済環境が

良好に推移した場合に視野に入ることが期待される」とすべきであって、政策は

もちろん実行するにしても、この効果が最大限に発揮されて、内外環境が良好で

ある場合には３％台の成長が期待できるのではないか。 

それに比べて低い方の成長率ですが、「政策努力がなされず、かつ世界経済の減

速など外的な経済環境も厳しいものとなる場合」と書いてありますが、「政策努力

がなされず」というところで、少なくとも政権としては政策努力をする、「進路と

戦略」に基づく政策を行うことを決めるわけですから、むしろ表現としては、「政

策努力の効果が十分に発現されず、かつ世界経済の減速などの外的な経済環境も

厳しいものとなる場合」の姿とするべきです。３％を超えるか２％台にとどまる

かが、政策努力がなされたか、なされないかにかかっているというようになって

いるが、政策はもう既に行うことを決めているわけでありますから、その前提と

して考えなければならない。したがって、そのことを効果が十分に発揮されない、

あるいは十分に発揮される、というところで上下の仕分けをしていただかないと、

政策を行う当局の考え方の展望としては適当ではないのではないかと思っており

ます。 

低い成長率のケースは、そういう意味で、むしろ「リスクケース」と名付ける

べきではないか。この「進路と戦略」の基本的な考え方の高い数字と低い数字が

ありますが、これは目標ということではなく、むしろ２つのシナリオ、展望であ

ると整理をしていかないといけないのではないかと考えているところでございま

す。 

もう１点の財政健全化の問題につきましては、平成19年度の国の一般会計予算

で、プライマリー・バランス6.8 兆円改善して4.4 兆円になりましたが、今後、

高齢化に伴う社会保障支出の増加、少子化対策をもっと行わなければならないこ
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と、それから定率減税廃止の増収効果が本年限りであること、更に、基礎年金の

国庫負担の３分の１から２分の１へ引き上げられ、金額にして2.5 兆円程度の費

用がかかることがはっきりしていることなどを考えますと、なかなかプライマリ

ー・バランスの黒字化は簡単には実現できないということでございまして、私と

しては、債務残高ＧＤＰ比の引き下げも含めて、これから真剣に努力をしていか

なければならない。そういう意味では、大きな解決すべき課題を抱えているとい

うことを、是非「進路と戦略」においても明確にしていただきたいと思っており

ます。 

(大田議員) それでは、甘利議員から御発言があります。 

(甘利議員) 我が国の経済成長率の展望につきましては、政府を挙げて政策を総動員

した結果として到達する経済成長の姿を、国民にわかりやすく示すべきではない

かと思っております。今後の経済成長について、例えば来年度から減価償却税制

が見直されるのを始め、政府が一丸となって生産性の改革、中小企業・地域活性

化策等、成長力強化のための各種政策を総動員することになっております。「進路

と戦略」でも示されているとおり、今後５年間のうち当初２年間に、新成長経済

の実現に向けて集中的に改革に取り組むことになっているわけであります。 

今後５年間のうちに達成しうる経済成長の姿を示したことは評価いたしますが、

政策を集中的に総動員した効果は早い段階から現れてくるのではないか。また、

期間の後半になれば、様々な不確定要素が出現してくることも想定される。つま

り高齢化、人口減少、生産人口の減少に伴う貯蓄の取り崩し等、不確定要素がボ

ディブローでどのように効いてくるかも考え併せると、５年間のうちの早い段階

から経済成長率を上げるべく、成長力強化に取り組む決意を国民に示すことが必

要ではないか。つまり、長い時間かけて離陸するのではなくて、なるべく早く離

陸させて、不確定要素を乗り切るだけの上昇気流に乗せた方がいいのではないか

ということを思っております。 

「進路と戦略」に示されました経済成長の姿を早い段階から実現していくため

には、例えば総理が示された「生産性倍増」というような具体的な努力目標を設

定して、それぞれの政策の効果を検証しつつ、政策を総合的に総動員していかな

ければならないと思います。私といたしましては、関係閣僚と協力いたしまして、

「経済成長戦略大綱」の諸政策を総結集して、可能な限り早期に成果を上げられ

るように努力をしてまいります。 

以上です。 

(大田議員) ありがとうございます。菅大臣。 

(菅議員) 「進路と戦略」の生産性の向上への取組に、ＩＣＴをしっかり組み入れて

いただきまして感謝いたしております。先ほど尾身大臣からお話がありましたけ

れども、成長制約のケースの書き方は、私もそうした方がいいと思います。 

財政の健全化の中期目標、地方財政について発言をさせていただきたいと思い

ます。平成19年度の地方財政でありますけれども、「骨太の方針」に従いまして、

人件費では当初の２万9,000 人からプラス5,000 人の３万4,000 人、単独の公共
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事業も１％～３％減でありましたが、３％削減しました。結果として一般歳出は、

マイナス7,000 億円であり、プライマリー・バランスの改善に大きく貢献するこ

とができたと思っています。 

また、今まで手がつかなかった交付税特別会計の借入金の償還にも着手するこ

とができました。同時にこの借入金、国と地方の分担をはっきり分けることがで

きまして、責任がそれぞれ明確になったと思っております。また、交付税も法定

率分を中心として総額が決定するような形に整理することができましたので、地

方団体にとっても将来が見通しやすくなると思います。 

いずれにしろ、国民にとってわかりやすいものにすることが私は一番大事であ

ると思いまして、今回そのような方向に、かなりの部分について是正することが

できたのではないかと思います。 

(大田議員) 福井総裁。 

(福井議員) １つだけ申し上げさせていただきたいと思いますが、この「進路と戦略」

の最大の狙いは人口減少あるいは高齢化の中でも、国民の生活水準を恒常的に引

き上げていくことだと思いますが、そのために一番望ましいのは、望ましい高さ

の実質経済成長を恒常的に達成していくことだと思います。 

日本の場合、その中身は潜在成長能力を引き上げることと、引き上がってきた

潜在成長能力をそのまま現実の成長率として実現していくことだと思いますが、

この中身を本物にするためには物価の安定が前提になります。このように考えま

すと、名目成長率、とりわけ望ましい高さの名目成長率は結果的に決まってくる

し、結果的に我々は望ましい名目成長率を発見していくだろうというプロセスに

なるのではないかと思います。 

そういう考え方で経済運営をしっかり行っていくことが非常に大切で、国民の

皆様には、今までの数多くの経験で、そうした考え方は十分理解が浸透している

ところだと思っておりますけれども、そうした理解を更に深く求めながら経済運

営を行うことが非常に大切だと考えております。 

(大田議員) では、丹羽議員、伊藤議員。 

(丹羽議員) 「経済の将来展望」につきましては、私はリスクケースと政策が実行さ

れる場合ということで、これで私は賛成であります。 

続いて、19ページをご覧いただきたいんですが、年金についてでありますけれ

ども、「社会保険庁を廃止・解体し、その機能を６分割する」ということは大変評

価されることだと思うんですが、実効性を持つためには、今後ここにありますよ

うに、民間委託の範囲を決める第三者機関の人事が極めて重要だと思います。官

邸主導で総理が自らしっかりとお決めいただきたい。政策金融機関についても、

そろそろトップ人事がありますけれども、大変重要であり、こちらの方も是非、

官邸主導で選抜をお願いしたいと思います。 

15ページをご覧ください。国際競争力の強化について、イノベーションの促進

の中に「第３期科学技術基本計画」、「イノベーション創出総合戦略」というもの

がございます。これは安倍政権になってから、道路特定財源も50年ぶりに一般財
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源化の法改正に一歩踏み出したとことは、私は大変に評価しますし、計画どおり

着々と政策が進んでいるということでありまして、今後も計画は必ず実行すると

いうことを、是非、国民の信頼を得るためにお願いしたい。 

そういう目で見ますと、「第３期科学技術基本計画」は平成18年から５年間の平

成22年までということですから、既にこの平成18年度、平成19年度で計画を下回

っておりまして、25兆円の達成が非常に危ぶまれていると思います。科学技術立

国を目指す我が国、特に経済成長のエンジンである科学技術について、私はかな

り心配をしておりまして、こうした状況は新中期方針とも矛盾するのではないか。

科学技術関係の予算に関しては、今後も相当中期的に予算シーリングの枠外とし

て、かなりの配慮をしていただく必要があるのではないか。 

もう１つは、政策金融改革の中で、新ＪＩＣＡというものが誕生するわけであ

りますが、国連の常任理事国を目指している日本にとりまして、特にＯＤＡの予

算が連続的に減ってきているわけでありまして、国際的に発言に重みがなくなっ

ていくのではないか。特にこのＯＤＡの額はこれまでアメリカに次いで２位であ

りましたが、恐らく、今年は独・仏・英国にも抜かれるだろうということが憂慮

されるわけであります。是非、対外経済協力のあり方は新ＪＩＣＡの設立ととも

に、一度ＯＤＡをレビューしていただく必要があるのではないかということを是

非お願いしたいと思います。 

(大田議員) 伊藤議員。 

(伊藤議員) 「経済の将来展望」のシナリオについて、私なりの整理を述べます。コ

メントがあればいただきたいです。 

１点目、政策が実行される場合について、経済成長率の上がっていく線が真っ

直ぐなのか、後から尻上がりになるのか、あるいは先にもっと上がっていくかに

は２つ要因があると考えられます。１つは、種をまいて実がなるまでに時間がか

かるだろうと考えますと、最初の１年、２年はいろいろな構造改革を行っても、

それが成長率に結びつかない。だから尻上がりになるかもしれない。他方、後半

は先ほど甘利議員がおっしゃられたように、だんだん難しい問題に突き当たって

くると考えると、終わりの方はむしろ傾斜が緩やかになるかもしれない。尻上が

りになるのと尻すぼみになるのと、両方の力が拮抗して直線になるというのが一

つの考え方だと思うんです。 

もう１点。この２つのケースが１つのシナリオの上限と下限なのか、２つのシ

ナリオの基本ケースを表しているのかという考え方の整理をするとわかりやすく

なると思うんです。不確実性があるので、レンジで考える必要があるというのが

前段に書いてあるわけですけれども、不確実性の上限と下限がこの２つのケース

なのかというと、私はそうではないと思うんです。政策努力がきちんとできた場

合と、何らかの要因によって政策努力はするけれども、それが制約される。抵抗

勢力などのいろいろな要因によってそれができなかった場合、これが２つのケー

スであります。だから、２つのシナリオのそれぞれが基本ケースであって、この

周りにレンジがあると考えた方がわかりやすいと私は考えています。 
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外的な要因や民間がきちんとついてきてくるか、あるいは天候不順といった

我々が予見できないような不確実性のレンジは、この周りにレンジがある。だか

ら、これは２つのシナリオであると考えた方がわかりやすい。もちろん我々は最

大限努力をして、高い成長率のシナリオを目指すわけですけれども、何らかの要

因によって下に行ってしまった場合には、これは大変なことになるので、それは

避けましょう、というのが我々のメッセージであると考えたらどうかと思ってい

ます。 

財政再建について、尾身議員の後半の意見は全くそのとおりで、要対応額が少

し減ったからといって、プライマリー・バランスの回復はあくまでも第一歩であ

って、それだけでは十分ではない。我々としては決して手綱を緩めることはなく、

次はその先、債務残高を対ＧＤＰ比で減らしていく努力にとりかからなくてはい

けないので、プライマリー・バランスの回復だけが最終目標ではないということ

を我々は十分理解しているつもりです。 

それから、非常に細かい話かもしれないですが、16ページで、「成長の鍵を握る

人材」について、人材の国際競争力の強化を図るとありますが、その後に「具体

的には国語力の強化、理数教育の充実」とあります。この「国語力」は「語学力」

と理解していただきたい。日本語だけではなくて、外国語も同時に使えるような

人材が出てきてこそ、初めて国際競争力につながると理解しています。 

(大田議員) 八代議員。 

(八代議員) ３点お話しさせていただきます。 

第１点は、尾身大臣がおっしゃいましたように、この「進路と戦略」で示され

ています５年間のうちに３％台半ば程度、あるいはそれ以上の名目成長率という

のは極めて厳しいハードルでありまして、構造改革を強力に押し進めてこそ、初

めて実現できるという点を認識する必要があると思います。 

第２点は中期財政管理の重要性について、足元の税収増のみで要対応額が3.5 

兆円減少したわけですけれども、これは決して楽観視してはいけないということ。

財政健全化と経済成長の両立に成功した諸外国の例を見ますと、やはり中期的な

財政管理を行っており、税収が落ち込む不況期には健全化のペースを抑制し、増

える好況期にはそれを早めるという弾力的な対応をとっているわけで、これを踏

襲する必要があるのではないか。 

最後に制度改革の必要性について、平成19年度予算では国・地方合わせて３兆

円の歳出削減を達成したわけですけれども、これは５年計画の第一歩であります。

「骨太2006」に沿って今後４年間で歳出削減を進めるには、単に現行制度のまま

で少しずつ節約するのではなくて、制度を抜本的に改革していかなければいけな

い。これは尾身大臣もおっしゃった通りです。例えば、社会保障における高コス

ト構造是正プログラムのような制度改革の工程表を今後の経済財政諮問会議で議

論し、「骨太2007」に盛り込んでいくことが重要ではないかと思います。 

先ほど尾身大臣がコメントされた点でありますけれども、成長率が高まるケー

スの位置付けについては、私は余りリザベーションを付けることは、国民に対し
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て訴える力が弱くなるのではないかと思います。幾ら良い政策でも、政策の効果

が最大限に発揮されなければいけない、あるいは内外の経済環境が極めて良好に

推移した場合でないとできないような政策をとっているのか、ということであり

まして、むしろ普通程度の内外環境や、普通程度の政策効果であっても、きちん

とシナリオを示せるような政策を実行しなければいけないという方が、より強い

メッセージではないかと思います。 

いずれにしても、ここで言っている政策というのは、財政政策ではなくて、規

制改革や民間開放などの構造改革であります。手術は成功したけれども、患者は

死んでしまったような場合に、その手術の妥当性についていろいろ最初からリザ

ーブを付けておく必要はないのではないかと思っております。 

以上でございます。 

(大田議員) ほかに。尾身大臣がおっしゃった成長率の位置付けですが、これはもと

より展望ということで目標ではありません。計画経済ではありませんので、目標

ではなくシナリオということです。 

２番目におっしゃった政策努力の点はそのとおりだと思いますし、菅大臣もお

っしゃいましたので、ここは「政策努力の効果が十分に発現されず」ということ

で訂正した方がいいかと私も思いますが、いかがでしょうか。 

(塩崎議員) 尾身大臣が言われた政策の効果と内外の環境についてですが、当然、我々

政策担当者としては、考慮に入れなければいけないことでありますが、文章を見

ると、「今後５年間のうちに２％程度あるいはそれをかなり上回る実質成長率を視

野に入ることを期待される」とあり、これは１％の後半終わりぐらいから３％弱

ぐらいまで入っている。かなり幅の広いレンジを想定して、その中でできるだけ

高めにいければ、という表現かと思うので、これだけの幅を持っているだけに、

さきほど八代議員がおっしゃったように、あまりリザベーションを付けるのは、

確かにパワーが欠けるという感じがします。これは当然のことながら、こういう

ことを念頭に入れた上での表現なのかという感じで、私は受け止めております。 

(大田議員) 尾身大臣が指摘された「最大限に発揮され」というところですけれども、

案文では、ある程度ここは幅を持たせて「２％程度あるいはそれをかなり上回る

実質成長率」と、名目成長率についても「３％台半ば程度あるいはそれ以上」と

幅を持たせてありますので、「最大限」という表現を入れると全体がおかしくなっ

てしまうのではないか。対外説明をする時などには、「効果が十分に発揮された場

合」というように申し上げて、この数字を使おうと思いますが、いかがでしょう

か。 

(尾身議員) そういうことで結構です。「最大限」というのは、ちょっと表現として言

い過ぎかとも思います。ただ、「政策努力がなされず」というのは、民間のシンク

タンクが書く文章としてはあり得ると思いますけれども、我々としては政策努力

をやることは決まっているわけですから、政府が書く文章としてこの表現では、

自分が一生懸命やらないとこうなりますと言っているようなことになるので、こ

れは政治的にも国会答弁などで行き詰まってしまう可能性があると思うんです。
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「努力しなかったらこうなる」と書いてあるではないかと。 

したがって、２％になったら、しっかりやらないから政府の責任ではないか、

と言われる可能性があるので、その辺のニュアンスをよく踏まえて、大田大臣が

言われたような表現でお願いしたいと思います。 

(大田議員) 塩崎長官の御意見は、多分、一番上の「最大限」のところだったと思い

ます。 

(塩崎議員) 下の方の記述は、「不十分」ぐらいではないでしょうか。 

(大田議員) 上の記述は原案のままということにしていただいて、２番目のリスクが

顕在化するケースの位置付けにつきましては、尾身大臣の御指摘のとおり、「政策

努力の効果が十分に発現されず」というようにしたいと思います。むしろ、ここ

で「努力」という言葉もとって、「政策の効果が十分に発現されず」でもいいかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

(尾身議員) そのあたりは表現の問題としてお任せします。 

(丹羽議員) 大臣の記者会見のときに、そのように御説明いただければいいのではな

いですか。 

(伊藤議員) これは１つのシナリオで上下に不確実性がある。つまり、基本シナリオ

が１つでレンジが非常に大きいという理解なんですか。 

(大田議員) ２つケースがあって、上のケースも「２％程度あるいはそれをかなり上

回る」ことが視野に入ってくるということですから、こちらも幅があるというこ

とです。伊藤議員の御指摘のような表現だと、リスクケースについても幅がある

ということだと。 

(伊藤議員) ２つのシナリオがあって、それぞれにレンジがついているという解釈で

よろしいですね。 

(大田議員) はい。その通りです。 

(安倍議長) そうしますと、上のケースの一番上のところは最大限だけど、２％のと

ころは最大限ということまでリザベーションは来ていないと。下のケースについ

ては、効果が発揮されないということだが、その中にはそもそも努力がなされな

い、不十分というところもあるということですか。 

(伊藤議員) 外的な要因がよければ、不十分でもうまくいってしまうかもしれないけ

れども、そこは当てにするのはやめましょうと。 

(大田議員) 成長率を動かすのは基本的には民間の力ですので、ここの幅は政策の効

果がどれぐらい民間サイドに発現するかというのはあると思うんです。 

(丹羽議員) 文章の表現はいいとして、記者会見のときに、大田大臣から今のような

御説明をされればいいのではないですか。 

(大田議員) はい。尾身大臣からもう一つ。リスクが顕在化するケースについて、「名

称は『リスクケース』とすべき」という御指摘を頂いているんですけれども、こ

の点は成長力が発揮されたケースと、いろいろな制約があるケースということで

わかりやすく、成長経済への移行ケースと、それが制約されるケースということ

でいかがでしょうか。 
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(尾身議員) 制約というのが、どういう制約かということなんです。外的要件、世界

経済が少しスローダウンするというような環境の制約があると思うんです。世界

経済環境が必ずしも思うようにいかない場合には、当然低いケースになる。もち

ろん政策は政府の意思決定でやるという前提で、その効果がどのぐらい出るかと

いうことは、民間の経済活動などいろいろな要因に関係してきますけれども、政

府としては、政策努力は完全にやると方針を決めた中で進めていく。そして、そ

れに伴う客観条件、世界経済の条件やアメリカの経済のスローダウンの可能性な

どによっては低いシナリオもあり得るということだと思うんです。 

(大田議員) では、それを踏まえて、「制約ケース」という言い方でよろしいですか。

(尾身議員) そういう意味です。 

(大田議員) わかりました。その点は、対外説明する際などにも十分に注意したいと

思います。 

それでは今の御議論を受けまして、第４章の下の段の真ん中のパラグラフ、「他

方、リスクが顕在化するケース」の２行目は、「政策の効果が十分に発現されず」

に変更したいと思います。その上のケースについては、政策効果が十分に発揮さ

れた場合だということを、私が補足することにいたします。 

それでは、よろしいでしょうか。以上をもちまして、この２つ目の審議を終え

たいと思います。これで御了承いただいたということにさせていただきます。年

明けの経済財政諮問会議で参考試算をお示しした上で、諮問・答申を行います。 

本日の議事は以上ですが、塩崎官房長官から「『生活者としての外国人』に関す

る総合的対応策」について御発言がございます。 

(塩崎議員) 今年の夏前に中間報告がありましたけれども、「生活者としての外国人」

問題については、４月７日の当会議でも議論がございました。当時の安倍官房長

官の指示を受けて、各関係省庁の局長レベルで構成される外国人労働者問題関係

省庁連絡会議で、この問題について検討してまいりました。既に６月22日の当会

議で中間整理の報告をしておりましたが、今般、最終的なとりまとめができまし

たので、お手元にお届けしているということでございます。 

今後、各省庁の緊密な連携・協力の下、「生活者としての外国人」への対策の効

果的な実施を図ってまいりたいと思っております。なお、昨今、日系人などによ

る犯罪が起きておりますが、日系人のステータスの問題等の政策につきましては、

外国人政策全般の中でも議論していかなければならないと思っておりますので、

こういった政策全般について、政府としても引き続き検討してまいりたいと思っ

ております。 

以上です。 

(大田議員) それではこの後、総理から今年最後の経済財政諮問会議ですので、締め

くくりのごあいさつを頂きます。 

それではプレスをお願いします。 

（プレス入室） 

(大田議員) それでは、今年最後の諮問会議になりますので、総理から締めくくりの
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ごあいさつをいただきたいと思います。お願いします。 

(安倍議長) 本日は今年最後の諮問会議となりましたが、首班指名を受けて私の内閣

が発足して以来、今日でちょうど３か月目になります。この諮問会議も10回にわ

たり、本当に有意義な御議論をいただいたと、このように思います。 

３か月というのは短期間ではございますが、やはり最初の３か月は極めて重要

であると思っておりました。経済財政政策の重要な柱が、この３か月間にできて

きたのではないかと思っております。その中で平成18年度補正予算、そして平成

19年度予算については、「メリハリを付け、財政の健全化を図っていく」というメ

ッセージを内外に発信する編成ができたのではないかと思っています。 

また、生産性の向上、ＥＰＡの加速、社会保障のコスト構造の是正など、明確

な目標を掲げてプログラムをつくっていただくこととしています。労働市場改革

などの専門調査会もスタートすることになりました。これまでの成果は「進路と

戦略」に盛り込まれておりますが、更に年明けからの議論を受けて、「骨太の方針」

に私が考える政策体系を打ち出していくこととしたいと考えております。 

本日御指摘がございました社会保険庁改革や政策金融改革を確実に実行してい

くための人事、すなわち、第三者委員会の人選や政策金融機関のトップ人事につ

いては、官邸主導で責任を持って行いたいと考えております。そのこともお約束

をしたいと思います。 

来年も引き続き経済財政諮問会議が、改革のエンジンとして十分な機能を果た

していただきますよう、よろしくお願いをいたします。どうもありがとうござい

ました。 

（プレス退室） 

(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わらせていた

だきます。どうぞよいお年をお迎えくださいませ。 

（以 上） 

13



