
平成 19 年第１回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年１月 18 日(木) 17:04～17:59 

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  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）新中期方針（「日本経済の進路と戦略」）について 

（２）今後の諮問会議の進め方について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○ 日本経済の進路と戦略 

○ 平成 19 年の諮問会議の課題（有識者議員提出資料） 

○ 成長戦略実現への取組について（甘利議員提出資料） 

（配付資料） 

○ 内閣総理大臣からの諮問第 19 号について 

○「日本経済の進路と戦略」について（参考資料）（菅議員提出資料） 

（概要） 

○新中期方針（「日本経済の進路と戦略」）について

（大田議員）  今年第１回目の経済財政諮問会議を開催する。今年も活発な御審議をよ

ろしくお願いする。なお、福井日本銀行総裁は、１月６日付けで経済財政諮問会議

議員として再任されていることを御紹介する。 

   まず、「日本経済の進路と戦略」について、総理から諮問をいただく。 

（安倍議長） 本日は、我が国が目指すべき経済社会の姿と、それを実現するための今

後の経済財政運営の中期的な方針の作成を諮問することとしたい。よろしくお願い

する。 

（大田議員） 今日提出している「日本経済の進路と戦略（案）」は、前回の諮問会議
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での議論を反映させるなど、所要の修正を行ったものである。参考試算は「進路と

戦略」本体の審議に資するという目的で内閣府の責任で作成したものであり、諮

問・答申及び閣議決定の対象ではない。 

（齋藤内閣府計量分析室長） 参考試算について説明する。12 月 26 日の諮問会議にお

いて、マクロ経済の姿についての暫定的試算という形で説明したが、その後データ

の追加や内容の精査を行った上で財政の姿を含めてとりまとめた。 

１ページ目、マクロ経済について２つのシナリオを想定した。１つは、新成長経

済移行シナリオで、「進路と戦略」に沿って我が国の潜在成長力を高めるための政

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示したもの。もう

１つは、成長制約シナリオで、政策の効果が十分発現されず、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示したもの。 

   歳出・歳入一体改革についても、２つのケースを想定した。昨年決定された「基

本方針 2006」の考え方に沿って、14.3 兆円の歳出削減の考え方に対応するケース

として歳出削減ケースＡ、11.4 兆円の歳出削減の考え方に対応するケースを歳出削

減ケースＢとして想定している。 

２ページから５ページは、ケースＡ、14.3 兆円の歳出削減の考え方に対応したケ

ースについての試算結果である。 

まず「マクロ経済の姿」のうち、潜在成長率は、2002 年度、2003 年度は１％を

下回る水準だったが、足元では１％台の半ばまで高まってきている。今後、潜在成

長力を高めるための政策を実行することにより、移行シナリオでは、2011 年度に

2.4 ％まで潜在成長率が高まることを見込んでいる。制約シナリオでは、これが

1.0％にまで低下する。 

実質成長率は、これまではＧＤＰギャップがあったため、比較的高い成長を遂げ

てきたが、足元ではＧＤＰギャップがほぼ解消されてきているため、2006 年度、2007 

年度に２％前後の成長を遂げた後、その後は潜在成長率に概ね沿った動きを示すと

見込まれ、2011 年度には移行シナリオでは 2.5％、他方、制約シナリオでは 1.0％

の成長と見込んでいる。 

３ページの物価のうち、消費者物価指数は、2006 年度にプラスに転じると見込ん

でいるが、その後徐々に伸びを高め、移行シナリオでは、2011 年度において２％近

い 1.9％まで伸びが高まると見込んでいる。制約シナリオでは、成長率が低いこと

もあり、1.5％に留まると見込んでいる。ＧＤＰデフレーターは、2007 年度にプラ

スに転じた後、徐々に上昇率が高まり、2011 年度には移行シナリオでは 1.3％まで

高まると見込んでいるが、制約シナリオでは 0.9％に留まると見込んでいる。 

ＧＤＰデフレーター上昇率と実質成長率を合わせたものが３ページ上の名目成

長率に対応する。名目成長率は 2007 年度に２％台に乗った後、移行シナリオでは、

2011 年度に 3.9％まで高まると見ている。制約シナリオでは、実質成長率もＧＤＰ

デフレーター上昇率も低いことにより、2011 年度においても 2.0％に留まる。 

４、５ページは「財政の姿」。４ページ上は、国・地方の基礎的財政収支、いわ

ゆるプライマリー・バランスの名目ＧＤＰ比を示している。2002 年度、2003 年度

は６％近い赤字があったが、この間改善を続けており、2006 年度には 1.7％まで赤

字が改善していると見ている。2007年度は、19年度予算案などを織り込むと、0.6 ％ 

まで赤字が更に縮小する。引き続き歳出削減を続けていく結果、2011 年度には移行

シナリオでは黒字が達成され、0.2％の黒字になると試算されている。2008 年度か

ら 2009 年度にかけて若干悪化が見られるが、これは基礎年金への国庫負担割合の

引き上げ分を 2009 年度に計上しているためであり、趨勢的には改善を続けると見
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込んでいる。制約シナリオでは、成長率が低いこともあり 0.4％の赤字が残る。 

その下の国・地方の財政収支は、プライマリー・バランスに国債の利払いなどを

加えたもの。2011 年度においても、移行シナリオ、制約シナリオ、いずれの場合に

も２％台半ばないし後半の赤字が残るという結果になっている。 

５ページは、国・地方にそれぞれ分けてプライマリー・バランスや財政収支の推

移を見たもの。地方は黒字で推移するのに対して、国には依然として赤字が残ると

いう姿になっている。 

６ページから９ページは、ケースＢ、11.4 兆円の歳出削減の考え方に対応したケ

ースについての試算結果である。６、７ページのマクロ経済の姿は、歳出削減幅が

小さいこともあり、物価や名目成長率が幾分高めだが、それを除くと姿は基本的に

先ほどのものと大きく変わっていない。８ページ上のプライマリー・バランスは、

移行シナリオでも、依然として 2011 年度には赤字が残る結果になっている。これ

は歳出削減幅が先ほどよりも小さいことによる。制約シナリオでは、もちろん、そ

れより大きい赤字が残っている。それ以外の姿は、先ほどのものと大きく変わって

いない。 

   10  ページ以降は、バックデータとなる数表や主要な前提についてだが、説明は省

略する。 

（尾身議員） 参考といえども、この試算は、これからの税制、財政をめぐる議論にか

なり影響があると考えている。歳出改革を徹底しても、名目成長率が 3.9％まで上

昇するなど、経済環境に相当な条件が整わない限り、国・地方合計のプライマリー・

バランスの黒字化はおぼつかない。特に、国のプライマリー・バランスは赤字のま

まである。19 年度政府経済見通しの 2.2％程度の名目成長率が続くとすれば、国・

地方合計のプライマリー・バランスは、歳出改革だけでは到底均衡し得ない状況で

ある。利払いを含めた財政収支は、いずれのケースでも悪化する傾向にあり、国・

地方合わせた長期債務残高、ＧＤＰ比 148％という巨額の債務残高は、中期的に大

きな問題である。したがって、このデータは、財政健全化について到底楽観できる

状況ではないと考える。 

「進路と戦略」で述べられているように、2011 年度には、成長制約シナリオでも

国・地方のプライマリー・バランスを確実に黒字化させ、財政状況の厳しい国のプ

ライマリー・バランスについても、できる限り均衡を回復させることを目指し、更

に 2010 年代半ばに国・地方の債務残高ＧＤＰ比を安定的に引き下げることを目標

に、歳出・歳入の一体改革を着実に進めていくことが必要である。 

平成 19 年度においては徹底した歳出削減に取り組んでいるが、今後、歳入改革

の議論も必要である。具体的には、引き続き歳出改革に取り組むとともに、１つは

高齢化、少子化対策などに伴う負担増が予想される社会保障について、国民が広く

公平に負担を分かち合うという観点に留意しつつ、基礎年金の国庫負担割合、２分

の１の引上げの財源も含めて安定的な財源を確保するため、本年の秋以降、税制改

革の本格的・具体的な議論を行い、与党税制改正大綱に沿って、19 年度を目途に消

費税を含む税体系の抜本的改革を実現すべく取り組んでいく必要がある。 

（甘利議員） 参考試算について、今後５年間での新たな創造と成長の実現を考えると、

期間の後半になればなるほど様々な不確定要素が想定されることから、５年間のう

ちのなるべく早い段階から経済成長率を上げるべく政策を速やかに展開していく

ことが必要だと思われる。経済産業省としては、各府省と協力しながら、経済成長

戦略大綱の諸政策を総結集して、移行ケースの実現、更にはそれを上回るような力

強い経済成長を早期に実現すべく努めてまいりたい。 
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（大田議員）  それでは、これまでの審議をもって、「日本経済の進路と戦略（案）」を

経済財政諮問会議の答申として決定することとしてよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、本案を諮問会議の答申として決定す

る。 

（プレス入室） 

（大田議員） 「日本経済の進路と戦略」が経済財政諮問会議より答申されたので、総

理からごあいさつをお願いしたい。 

（安倍議長） 「日本経済の進路と戦略」を答申いただき、議員の皆様に御礼を申し上

げたい。これを閣議決定し、中期的な経済財政運営に関する安倍内閣の基本方針と

したい。 

今後５年間は日本経済が新成長経済に移行できるかどうかの分かれ道となる極

めて重要な時期である。参考試算の新成長経済移行シナリオに示された成長路線を

実現できるよう、「進路と戦略」の方針に沿って改革の取組を加速・深化させてい

きたいと思うで、よろしくお願いしたい。 

（プレス退室） 

（大田議員） この「日本経済の進路と戦略」は、来週に閣議決定を行う予定である。

（菅議員） 次の議題に入る前に、参考資料について、簡単に説明させていただきたい。 

地方財政のプライマリー・バランスは黒字であると言われるが、東京と地方の問題を

提起させていただきたい。東京都と北海道のデータである。確かに地方のプライマ

リー・バランスは 2007 年時点でも黒字であるが、これは東京に偏っている。東京

都は、平成 14 年と 17 年の地方税を見ると、プラス 5,274 億円、伸び率でプラス

12.9％。北海道はマイナス 1,084 億、伸び率マイナス 6.9％という厳しい状況であ

る。 

多くの地方自治体はこういう状況になっており、具体的に言うと、北海道は歳出

2,569 億円カット、伸び率マイナス 9.6％ということを行ってプライマリー・バラ

ンスをぎりぎり維持し、赤字から黒字に転換している。そういう意味では、地方財

政に余力があるということではなく、こうした歳出カットの努力によって黒字にし

ている。地方が努力をして黒字にしたものを国が取り上げるような議論にすれば、

地方が報われなくなってしまうので、今後議論をするに当たって、こういう状況で

あることを是非御理解いただきたい。私どもも、この点ついては、これからしっか

りと考えて対応していきたい。 

（尾身議員） 菅議員がお話しされたことは、私どもも大変大事なことだと思っている。

国と地方でいうと、地方がプライマリー・バランス黒字、国が大赤字ということだ

が、地方の中でも、北海道と東京の例で見ても、東京は大幅黒字で北海道は非常に

厳しい。東京都の平成 19 年度予算で都税収入は 5.3 兆円と、過去最高であった平

成３年 4.8 兆円と比較すると 10％程度の増加になっている。国税収入は平成 19 年

度で 53.5 兆円だが、平成２年の過去最高水準から見ると 10％減になっている。こ

の中身は、東京都の税収の大幅増加、法人二税、法人事業税と法人住民税の増収に

よるもので、平成 15 年度と比較すると全体で 1.4 兆円増えており、東京と地方の

格差が非常に広がっている。国と地方の比較だけで見ては現実に合わないところが

あって、地方間の格差をどうするかということは、国家全体の問題として、菅議員

中心にいろいろお考えいただかなければいけないが、経済財政諮問会議でも、この

問題を是非御議論いただきたい。 
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○今後の諮問会議の進め方について

（丹羽議員） 資料「平成 19 年の諮問会議の課題」について説明する。 

１点目は、安倍内閣の経済政策の目標は、人口減少社会においても構造改革を一

段と加速させて経済成長を続け、国民生活の質を維持・向上させることと考える。

２点目は、この目標を実現させる上で平成 19 年がいかに重要な年であるかを５

つの視点から指摘している。１つ目は団塊世代の 60 歳到達など、少子高齢化社会

の節目となる一年であること。２つ目はそのような中で新成長経済への移行を目指

してスタートを切る「離陸期間」の初年度であり、「人口減少挑戦元年」であるこ

と。３つ目は全ての人が活躍できるよう人材強化に取り組む一年となること。４つ

目はデフレからの完全脱却に取り組む一年となること。５つ目は財政健全化への取

組を緩むことなく堅持する一年となることである。 

３点目は、このような重要な平成 19 年の主な政策課題を大きく３点にまとめて

示している。平成 19 年中に諮問会議において「日本経済の進路と戦略」で示され

た中期的な方針を踏まえ、（別紙）の政策課題の議論を行う必要がある。改革の基

本方針を、６月を目途に「基本方針 2007」としてとりまとめるべきである。 

（別紙）の「平成１９年の主な政策課題」について説明する。 

第１に「成長力の強化」では、「生産性の上昇」、「グローバル化」「人材活用」を

とり上げている。「生産性の上昇」では、生産性を上昇させる上で最も重要な施策

は規制改革である。「規制改革なくして成長なし」であり、「生産性倍増計画（仮称）」

を策定するとともに、生産性上昇に関連し、国民に身近な規制改革を集中的に実施

することが必要である。また、中小企業のＩＴ投資（ネットワーク化）の促進やイ

ノベーション２５を進める必要がある。「グローバル化」では、「開放なくして成長

なし」の理念の下、グローバル化を促進する。このためには、ＥＰＡ工程表の策定

等を通じたＥＰＡの加速、強い農業への道筋、金融・資本市場改革の促進が重要で

ある。また、空港・港湾の 24 時間化など、海外とのアクセスの飛躍的拡大、対日

直接投資の加速が必要である。「人材活用」では、労働市場改革を通じた活用、す

なわち「人材活用なくして成長なし」である。ワーク・ライフ・バランスの実現、

集中的・効果的な能力形成支援プログラム、就労促進型福祉への転換、ハローワー

クへの市場化テスト導入などを進める必要がある。 

第２に、「効率的で質の高い社会保障制度の構築」について。医療や介護の高コ

スト構造是正プログラムを策定するとともに、一体的見直しに向けた社会保障個人

会計等を安倍政権で必ず実現することが必要である。 

第３に、「21 世紀型行財政システムの構築」では、４項目を指摘している。「①歳

出・歳入一体改革の実現・加速」は、５年間の歳出改革を実現するための制度改革

工程表を策定するとともに、独立行政法人や自治体への拡大など政府資産・債務改

革を実行・加速する必要がある。この中には、当然、特別会計の実態についても実

行・加速する必要がある。また税制改革の基本哲学の整理と秋以降の本格的な改革、

世代間の不均衡是正への取組が重要である。「②行政の機能・組織の抜本的見直し」

は、政府業務のゼロベースでの洗い直しに着手するとともに、地方自治体における

人件費を含む歳出合理化を徹底する必要がある。また公共サービス効率化法（市場

化テスト）の対象事業の大幅な拡大、独立行政法人の改革が必要である。更に、市

場監視機能の強化、組織のあり方などを検討する必要がある。「③公務員制度改革」

は、予算・権限を背景とした各省庁による再就職斡旋を禁止することが必要である。

年功序列の打破、国際機関への登用拡大、人事・給与制度の見直しなど、公務員制

度改革の全体像を検討する必要がある。「④地方分権改革」は、税源配分・補助金・
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交付税・地方債を一体とした改革のあり方の検討、地方出先機関の改革など道州制

に向けた第一歩を踏み出すことが必要である。 

（甘利議員） 資料「成長戦略実現への取組について」を説明する。新成長経済へと移

行させるために、主要な施策として「経済成長戦略推進要望」という新たな予算の

枠組みを創設した。また、減価償却制度の 40 年ぶりの抜本改正等を行った。更に

経済産業省としては、イノベーションによる生産性向上を支援するための産業活力

再生特別措置法の改正等、経済成長戦略大綱を具体化した３つの法律を、この通常

国会に提出すべく準備を進めている。生産性上昇率を倍増させＯＥＣＤの中でトッ

プレベルとなるためには、予算、税制、規制改革、制度整備等の各々の面でまだま

だ多くの改革努力を積み重ねることが必要である。これを早期に実現するには、こ

の諮問会議を各府省の改革努力を結集するための舞台とすべきである。 

具体的には、各府省の大臣にお願いをして、新たな改革提案を諮問会議の場に持

ち寄ってもらうこととしてはどうか。昨年、経済成長戦略大綱のローリングに向け

て６大臣を訪問したが、この場にいない大臣も含め、積極的な姿勢を持っていたと

思う。その上で我々としても、追加的なアイディアを出したり、困難な課題につい

て国民に見える形で議論したり、早期に結論を得ることとすべきである。いずれに

しても、大田議員とよく相談して進めていきたい。 

（尾身議員） 歳入・歳出一体改革について、地方行財政改革などの歳出面からの改革

の議論も、この諮問会議で引き続きしっかり行っていただきたい。税制については、

「基本方針 2007」のとりまとめに向けて、基本的哲学の整理を行い、本年秋以降に

は政府・与党において税制改革の本格的・具体的な議論を行っていくべきである。

６月を目途にとあるが、タイミングの問題はよくお考えいただかなければならない

のではないか。 

公務員制度改革は、先日、各省庁による再就職斡旋の禁止というような記述があ

り、私からも色々と意見を申し上げたが、総理からも、斡旋と仕事がワンセットに

ならないように、押しつけ的な就職斡旋等は根絶していかなければならないという

ようなお話があった。まさにその通りだと思うが、総理の御発言の趣旨も踏まえて、

ただ再就職の斡旋が全部だめということではなく、その精神を踏まえてしっかりや

るということで、是非進めていきたい。 

   資産・債務改革は、「資産・債務改革の実行・加速」となっている。「基本方針 2006」

において、平成 27 年度末までに国の資産を 140 兆円規模で圧縮することが決めら

れており、我々もこの方針に基づき、既に平成 19 年度予算で財政投融資の残高を

約 23 兆円圧縮する。国有財産の改革についても取り組んでいるところである。全

体として基本方針に定められた平成 27 年度末という目標年次はしっかり踏まえな

がら改革を進めており、これを加速するのかと読み取れるような感じもあり、平成

27 年度末目標ということで進めているので、その前倒しについては今の状況から見

て適当でない。したがって、前倒しというようなことを誤解されないように、しっ

かりとこの点をはっきりさせていただきたい。 

プライマリー・バランスの問題も、2011 年前倒しということはそう簡単にできる

ような状況ではないと我々は考えているが、そういう点で、今までの方針の確認と

いうことでしっかり明記していただきたい。 

（大田議員）  骨太のタイミングについては、また総理、官房長官と相談して考えてい

きたいと思う。 

（菅議員） 地方分権改革であるが、「税源配分・補助金・交付金」云々となっている

が、昨年に、地方分権改革推進法案が成立した。地方分権で一番大事なのは、やは
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り国と地方の役割分担というものを根本から見直すことであると思っている。この

ことを是非付け加えていただきたいと思う。 

気になったのは、安倍政権では再チャレンジというものが極めて大事な、格差是

正も大事なことであると思うが、再チャレンジというのは人材活用の中で読んでい

いのかどうか、それとやはり私は格差問題に触れた方がよいのではないかと思うが、

この点はどういう形になっているのかだけ質問をしたい。 

（八代議員） 民間議員ペーパーについて、若干補足と尾身議員等から御指摘があった

点について答えさせていただく。 

   まず「政府資産・債務改革の実行・加速」であるが、政府本体だけではなく、資

産を持っている独立行政法人や自治体等に拡大をするということが本旨である。そ

の具体的な手法としては、例えば、市場化テスト等を活用する形で、是非、有効活

用を図っていきたいということがポイント。 

次に菅議員がおっしゃった再チャレンジだが、２ページ目の「③人材活用」のと

ころを見ていただきたいが、「集中的・効果的な能力形成支援プログラム」という

のがある。これは、これまでの能力形成というのはもっぱら企業の中で行われてい

た面があり、企業に雇われない人たちはよい訓練機会が得られなかった。特に 90

年代以降の長期停滞期に大学や高校を出た方は、よい雇用機会が極めて乏しく、ず

っと企業の外に置かれたために訓練機会がなく、したがって生産性も低く低賃金で

あるわけで、こういう人たちに対して政府が積極的に支援すること自体が、格差の

固定化を防ぐという再チャレンジの精神に最も沿うのではないかと思う。そういう

意味で、政府支援のあり方ということを積極的に検討する必要がある。その下の「就

労促進型福祉への転換」も、福祉から就労へのシフトは国際的な流れであり、生活

保護をはじめ、あるいは雇用保険についても、もっと訓練を受けられるように、福

祉が訓練と結びつくような形で考えていく必要があるのではないか。また、必ずし

もすべて財政支援ということではなくて、ローンをうまく使うとか、そういう考え

方でやっていきたい。 

「対日直接投資の加速」について、既に対日直接投資の倍増計画があるが、それ

以上に対外直接投資が増えて、その間のギャップが実は拡大している。米国をはじ

め諸外国でも、できるだけ外国からの直接投資を受け入れることで国内の雇用を確

保する、あるいは競争を促進するということに力を入れている。日本はこれまでど

ちらかといえば、やや消極的な面もあったわけで、ここはＭ＆Ａの制約等もできる

だけ解除していくという形で、対内直接投資の拡大を生産性の拡大と結びつけると

いうことを、意識的にやる必要があるのではないか。 

３ページ目の「政府業務のゼロベースでの洗い直しに着手」も、これは官民の役

割分担の整理は昔からやられていたが、まだ中途半端な状況にある。市場化テスト

等も絡め、きちんとやる必要があるのではないかという趣旨である。 

特に、公共サービス効率化法が、昨年ようやく成立した。この対象業務を更に拡

大させる必要がある。これは、各省がどうしても拒否する傾向が強いが、各省が安

易に拒否できないように、仮に拒否する時には、その明確な理由を立証するという

考え方で、いわば立証責任の転嫁が、非常に有効ではないかと考えている。 

（塩崎議員） 我々としては、わかりやすい政府の改革姿勢というものを明確に打ち出

す。それからこれは総理がいつもおっしゃっているが、やはり改革の成果を実感で

きる改革プログラムを明確にすべきではないかと思うのが第１点。 

個別の話だが、「政府業務のゼロベースでの洗い直しに着手」だが、先ほどの官

民の役割分担の見直しの話は、まさにそのとおりで、橋本行革から 10 年、もう１
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回足元を見直してみるということもやっていかなければならないだろう。ポイント

は、やはり国民にとって税負担の観点から考えるべきではないのかというのが第１

点。また、組織論が先行するのではなくて、官民の役割分担など機能論からきちん

と詰めて、それから税負担にどうつながるのかということを考えて、国民に還元で

きるような業務の見直しというものが大事かなと思っている。 

公務員制度改革は、渡辺担当大臣のところで頑張っていただいているわけである

が、基本的には、有為な人材がパブリックセクターにいつもいるということが大事

だと思うので、出入り自由な公務員制度というのをいつも言っているわけで、その

辺を徹底すべきでないかと思っている。それから、スト権等々労働三権の問題につ

いても触れざるを得ないのかなと思っている。 

また当然入ってくると思うが、就労促進型福祉などの中にも、障害者の問題とい

うのは明確に問題意識を持って入れていくべきではないか。高齢者あるいは社会的

に弱い立場にある女性の問題等々も、やはり正面からとらえるべき。 

最後に、菅議員からも話があったが、格差について。国会での議論が今いろいろ

と予測されているが、大きな対立軸というのは、格差是正による結果平等なのか、

あるいはもう少し、一方で確かにいろいろな意味で新しい貧困というようなものが

指摘をされているところ、今日お出しいただいた「成長力の強化」ということで、

底上げ政策でどう補完ができるのかというようなことも、少し考えていかねばなら

ないのではないかと思っている。まさにそういった新たなるいろいろな問題への先

駆的な解決策を、官房長官時代の安倍議長が提言をされて、再チャレンジという形

で政策に結実しているわけであるが、やはり「チャンスに満ちた」ということを言

い続けてもらわないといけない。チャンスに満ちて、なおかつ何度でもチャレンジ

ができると、そういう社会になるためにどういう改革が必要なのかということを考

えるべきで、問題設定を少し前向きに明るくしていったらよいのではないかと思う。

我々が目指すところは、やはり結果平等という世界ではなくて、努力するものは

報われ、しかし十分その結果が出ない人たちにはチャンスを与え続け、また自立の

精神で頑張っていけるようなバックアップ体制をとっていくという底上げ政策が

要るのではないか。 

（甘利議員） 民間議員ペーパーについて。経済成長の実現を掲げる安倍内閣の今後の

政策課題として、まず第１に成長力の強化が位置付けられているというのは極めて

重要であると考えている。「21 世紀型行財政システムの構築」のポイントとしても、

成長力の強化につながるイノベーションの創造や、国際競争力の強化といった視点

を踏まえて議論を深めるべきではないか。 

再就職斡旋の禁止については、癒着を排除しかつモチベーションを下げない、つ

まり、これからも優秀な人材が集まるというようにするという２点の両立について、

昨年議論を行った。12 月にこの場で議論をした際に、総理から再就職の斡旋につい

ても、斡旋と仕事がワンセットにならないようにしなければならない、押しつけ的

な再就職斡旋は根絶しなければならないとおまとめいただいたが、そういう趣旨で

あると理解している。 

（丹羽議員） 格差の問題が出たが、昨日名古屋に行き話を伺った。求人倍率も 1.95

～1.96 となり、ほとんど２倍である。また、パートタイムの時給はほとんど 1,000

円を超えるような状況になっているという。民間議員ペーパーに全部網羅すること

はできなかったので、今日は大筋のことだけ提案をさせていただいた。菅議員がお

っしゃった格差の問題も当然頭にあるし、政府の方でも当然研究されておられると

思うが、やはり底上げをするということで、最低賃金法の見直しを是非考えていく
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べきではないか。 

日本はこの 10 年間で、時給がわずか 45 円しか上がっていない。10 年前と比べ

107％になっているが、諸外国では、例えばアメリカは 152％、フランスが 137％、

イギリスが 140％、ほとんど 10 年間でそれぐらい上昇している。最賃法に違反した

時の罰則が、恐らく日本は罰金２万円以下である。今の金額で言うと全然話になら

ない。アメリカは１万ドル、あるいは６か月以下禁固刑、あるいはその両方。フラ

ンスは１人の労働者について 1,500 ユーロ、それからイギリスも 5,000 ポンド、相

当きつい罰則規定を設けている。 

実際問題として、最賃法についても底上げを、国際的なイコールフッティングの

考えで少し見直していく時期ではないか。そういうことによって格差はかなり是正

されていくのではないか。現実に地方でもそういう動きが出ている。この辺のこと

を我々も考えているので、是非御検討をお願いしたい。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパーについて少し補足だが、「成長力の強化」で、やはり

教育の役割は非常に重要だと考えている。具体的に言うと大学と大学院の改革。こ

れは「生産性の上昇」はもちろん、「グローバル化」にも関わってくる。それから

「人材の活用」は、「平成１９年の主な政策課題」の「成長力の強化」すべてにか

かってくることである。したがって、項目も立っていないが、すべてにこれが含ま

れていると理解していただきたい。具体的な方策は、これから徐々に出していきた

いと思う。 

それから②の「グローバル化」の中に「ＥＰＡの加速」とあるが、これはＥＰＡ

だけではなく、ＷＴＯが万が一動き出した時には是非リーダーシップをとるという

ポジションにいていただきたい。特に自由貿易の旗振り役である経済産業省におい

ては、是非リーダーシップをとって国内をまとめて、ＷＴＯに乗り込んでいって、

世界自由貿易の実現に貢献していただきたいと考えている。民間議員ペーパーから

「ＷＴＯ」という文字は落ちているが、ＥＰＡ加速だけではなく、ＷＴＯも当然想

定に含めている。 

（甘利議員） ＷＴＯは万が一ではなく、必ず復活する。 

（伊藤議員） ＷＴＯも動くという時に、是非リーダーシップをとっていただく。それ

から、強い農業政策をとることは、当然国境措置を下げていくことを可能にすると

いう意味であるから、ＷＴＯ、ＥＰＡとの関係で経産省には強く働きかけをしてい

ただきたい。 

最後に、少し身近な話題だが、海外とのアクセスの飛躍的な拡大について。実は

この諮問会議が終わってから八代議員と私は成田空港に行き、八代議員はオースト

ラリア、私はロンドンに向かうが、ロンドンに行く深夜便がない。21 時 55 分が最

終のパリ行きで４時半にパリに着いて、２時間ぐらい待ってからでないとロンドン

便がない。これがもし香港、バンコク、シンガポールであれば、ヨーロッパの主要

都市に 23 時 55 分発で到着が６時半。ヨーロッパとのリンクについては非常に好都

合の直行便があるわけで、東京は非常に遅れている。しかし 23 時発の便は、騒音

問題で成田港の発着規制があるから飛べない。これはやはり羽田しかない。羽田の

23 時は、国内便では空いてる時間帯だから今すぐできる。わかりやすく非常に重要

な改革だ。これで直接投資も増えるし、ヨーロッパとのビジネスチャンスが非常に

広がる。これは空港・港湾の 24 時間化の具体的な例として、是非実現していただ

きたい。 

（八代議員） わかりやすいという点では、労働市場改革も生産性向上に不可欠だが、

なかなか国民に理解していただけない。今回のホワイトカラーエグゼンプションも
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そうだが、反対派が「残業代ゼロ法案」とワンフレーズで表現した。これに対して

ちゃんとした対応がとられていない。私は早くから、この前の日曜日に大田議員が

テレビで説明されたように、これは「残業の定額払い法案」であるというべきと考

えていた。いわば管理職手当のように一定額を最初から出すことによって、それ以

上残業が長くても短くても変わらないというのが本来の趣旨であるわけで、なぜこ

ういうふうにわかりやすく言えないのか。これからは国民の理解を得るためにも、

できるだけわかりやすい説明をする。労働市場改革は決して企業の利益のためでは

なくて、労働者自身の利益のためにやるのだということを、是非、諮問会議の下の

労働市場改革専門調査会でも訴えていきたい。 

（丹羽議員） ホワイトカラーエグゼンプションについては、どうも風潮として経営者

が悪人でいつもいじめているようにとられがちだが、そういうことではない。ホワ

イトカラーエグゼンプションの本当の趣旨は、大手企業の大部分がそうだが、若い

人でも、残業代は要らないから仕事をもっと早くスキルを身につけてやりたい、土

日でも残業代は要らないから出社したいという人がたくさんいる。しかし、経営者

がしてもらっては困ると言っている。なぜなら出社されると残業代を全部払わなけ

ればいけない。家で仕事をするよりも、会社に来て色々な資料もあるし、これで自

分が人よりも早く仕事を覚えて仕事をしたいんだと。それを今は仕事をするなと言

っている。ホワイトカラーエグゼンプションの制度がないからだ。だから、少なく

とも土日だけはホワイトカラーエグゼンプションで、残業代は要らないから仕事を

させてくださいという人に、仕事をするなという経済の仕組みというのは実におか

しい。これを何とかしてあげたい。その代わり、ホワイトカラーエグゼンプション

の導入で過労死など色々な問題が起きては困る。それは内部告発制度、禁固刑を含

む罰則をつくることで対応する。制度には光と影が両方あるわけだが、影の部分だ

けを取り上げて、これはけしからんという議論はいかがなものか。やはり日本の産

業を本当に強くしていくためには、そういう制度も私は必要だと思う。その代わり

セーフティネットをやっていけばいいのではないか。経営者として、生産性の向上

や産業の発展のためにも、過労死など色々な問題への対策を考えず、つぶされるの

は非常に残念である。外国、特にアメリカではそういう制度があり、どんどん働き

たい人は働かせている。日本ではできないのは実におかしい。ホワイトカラーエグ

ゼンプションよりも自由労働時間制がいいのではないかと思う。 

（塩崎議員） 金融・資本市場改革を取り上げていただいているが、いつも言うように、

金融は産業の裏腹でワンセットである。したがって、金融が強いということは産業

も強くなる。情報が金融のエッセンスなので、かなり国際間の競争が激しくなって

いるが、この点については、グローバル化改革専門調査会で伊藤議員の下でチーム

ができているようである。山本有二金融担当大臣も色々な問題意識を持ちながら頑

張っており、根本補佐官もアジア・ゲートウェイ構想でこの問題について取り上げ

ていただいている。こういったところが相まって、強力な改革メニューを出してい

ただくといいのではないのかと思う。 

（大田議員）  今日の議論を踏まえて、次回は私の方から今後の進め方について御提案

し、諮問会議として合意をとっていきたい。 

（安倍議長） 先般、ＥＵ諸国と東アジアサミットに出席をしてきたが、概ね日本は改

革が進んでいるという評価であった。しかし、まだまだ課題は残っているし、この

課題がどんなに困難な課題であろうと挑戦をしていかなければ日本の未来はない

と思う。 

国民のための改革であるという原点、そしてまた、経済財政諮問会議が改革の強
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力なエンジンであるという原点に立っていただいて、是非この諮問会議において世

界が模範とするような日本モデルをつくっていくという高い志を持って、議論を大

いに戦わせていただきたい。 

まさに「基本方針 2007」は、我々が示すべき方向、示すべき社会のあり方、経済

政策、それらをすべて盛り込むものであるから、国民にとってもわかりやすいもの

でなければならない。我々が目指すべき方向、指針を盛り込んだものにしていきた

いと思うので、そういう「基本方針 2007」を是非作成していただきたい。よろしく

お願いする。 

      （以 上）
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