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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 4 月 25日(水) 16:22～17:39 

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        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 

 

大 野  松 茂   総務副大臣 

       山 本  幸 三   経済産業副大臣 

             香 西    泰    税制調査会会長 

 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）税制改革について 

（２）歳出・歳入一体改革について 

（３）成長力加速プログラムについて 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○（香西税制調査会会長）提出資料 

○ 税制改革の基本哲学について（有識者議員提出資料） 

○ 税制改革に向けての基本的な視点について（甘利議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革について（有識者議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革について（尾身議員提出資料） 

○ 歳出・歳入一体改革について（菅議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第 10 回） 
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○ 地域間の財政力差の縮小について（菅議員・尾身議員提出資料） 

○ 安倍政権の成長戦略について（甘利議員提出資料） 

○ 成長力加速プログラム 

 

（配付資料） 

○ 成長力加速プログラム・タスクフォースの設置について（内閣府） 

 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員） ただいまから、今年10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３つございます。税制改革、歳出・歳入一体改革、それから成長

力加速プログラムのとりまとめを行います。今日、甘利大臣は、国会の関係で御

欠席ですので、山本副大臣にお出でいただいております。同じく国会の関係で、

塩崎官房長官、菅大臣が遅れてこられます。菅大臣の代理として大野副大臣にお

出でいただいております。 

まず初めに、税制改革について審議いたします。香西先生に今日、大変日程の

無理を申し上げまして申し訳ありません。時間が４時45分までと限られておりま

すので、今日は税制改革の議論のキックオフとしまして、香西先生から政府税制

調査会の御報告、それから民間議員ペーパーをお出しいただいて、この２つにつ

いて議論をさせていただきたいと思います。甘利大臣からもペーパーが出されて

おりますが、これは恐縮ですが、省略をさせていただきます。また別途、税の議

論につきましては、後ほどの経済財政諮問会議でさせていただきたいと思います。 

では、まず香西先生からお願いいたします。 

 

○税制改革について 

（香西税制調査会会長） 税制調査会の香西でございます。本日は税制調査会におけ

る審議経過と今後注力すべきであると考える検討の視角、項目について簡単に御

報告をさせていただきたいと思います。 

お手元の資料のⅠの「審議経過」の最初に書いてございますが、税制調査会は、

昨年11月でしたかと思います、安倍議長からかなり具体的な項目にわたる御諮問

をいただいておりまして、何年度の税制改革如何というようなものではなくて、

多くの具体的な質問が含まれているということでありました。それを受けまして、

私どもはそれを一つのめどとしまして審議検討を開始しております。 

その一環といたしましては、具体的な検討について、調査分析部会というのを

設置いたしまして、ここで領域を３つに分けて、学者、研究者を中心とした研究

を開始しております。それについては、若手の優秀な学者を動員して専門委員と

して任命していただいて、税制調査会独自の結果をいろいろ出していきたい。検
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証結果もアイデアもつくっていきたいと、こう考えております。 

Ⅱ海外調査結果の概要でございます。同時に、海外調査を今回行いまして、３

月にはドイツ、オランダ、フランスを視察いたしました。これについては調査分

析部会の部会長の一橋大学の田近教授、それから税法の専門家でございます東京

大学の中里教授の２人に事務局が随行しました。 

それらの国で非常に印象的でありましたのは、安定的財源確保のための税制改

革を行っているということでございまして、例えば、ドイツが代表的であります

けれども、付加価値税を16％から19％に引き上げました。19％というのは、ＥＵ

の平均水準でございまして、今まで多尐低かったということであります。こうい

う大衆課税的なものが上がる一方で、これは数字的には非常に尐ない数の人の話

であるが、所得税の最高税率を引き上げております。 

 こうして得られた増収分の３分の２は、財政再建に充てるということになって

おります。ドイツは2002年以降、マーストリヒト条約で決められた赤字３％以下

という条件を満たしておらず、３％以上の赤字でありました。2005年から2006年

は２％台及び１％台となり、３％以下に落ちておるのですけれども、2007年から

は付加価値税の引き上げによって財政再建を一応達成できると、こういう見込み

に立っております。 

その一方で、残り３分の１は失業保険料の引下げになる。こういう社会保障負

担との関係で財源がいろいろ問題になるというのは、日本でもある。年金の保険

料は上限が既に2004年改革により18.3％で頭打ちとなる一方、基礎年金について

は今後国庫が半分持つと、こういうことになっているのと似たようなことかもし

れない。そういう点が一つの潮流であるということでございます。 

 その一方で、ＥＵの経済が一体化しましてグローバル化している中で、競争力

を維持しなければいけないので、法人税及び金融取得税の改革が行われました。

法人実効税率というのは、地方税を含めた法人税でありますけれども、これを約

９％ポイント引き下げるということでございますが、一方では課税ベースを拡大

するということによりまして、減収額の６分の５を補てんすることができた。完

全中立、歳入中立というわけでありませんが、かなり稼いで財政面も配慮しなが

ら、しかし競争力を強める、そういう改革が行われたということでございます。

オランダにつきましても似たような形で、税率の引下げを行うと同時に、課税ベ

ースが非常に尐なくなってくるということを防ぐためのいろいろな措置がとられ

ております。またその中で、2001年の段階で、人的控除、扶養者控除とか、日本

で言えば配偶者控除といったようなものである所得控除が従来でありましたけれ

ども、それに代わって税額控除制度を導入されることが決まっている。税額控除

の使い方につきましては、日本でもいろいろ議論が既に始まっておりますが、オ

ランダの場合は、いわゆる還付付きといいますか、給付付きといいますか、そう

いうところまではまだいっていない、こういうことだと思いますが、とにかく税

額控除になったということであります。 

所得税も、総合所得税、つまりすべての所得をいわば横に並べてという形では
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なくて、分類所得税になっております。伝統的には、日本でも分類取得税がかな

り大きな額であったが、シャウプ勧告で総合所得税という形になった。それでも、

実は分類取得税の考え方は生き残ってきてはいる。しかし、従来、総合取得課税

というのが税の中心だと考えられている点からいたしますと、分類取得税がかな

り表面に出てきた。これはまたここだけの現象ではなくて、各国でもかなり見ら

れております。 

またフランスは、特に最近改定が行われるというよりも、むしろ、いろいろな

税制の議論があるということで聞いてきております。その中でも、社会保障目的

の付加価値税を引上げるが社会保険料を引下げる、こういう形の財源の入れ替え

のようなものが盛んに行われているということが一つの特徴ではないかと思いま

す。 

Ⅲ主要論点をめぐる考え方の整理について。私ども税制調査会といたしまして

は、いろいろな問題をなるべく理論的、あるいは実証的に解明することから仕事

を始めて、それをだんだんと制度設計の方に問題を移していきたいと考えており

ます。税制調査会の中で今後どうするか、あるいは基本的な考えをどうするかと

いうことについては、実はまだ十分な討議をする余裕がなかった。以下に述べる

ことは、どちらかといえば、私の心づもりということでありますが、問題を詰め

ていく中で、次第に基本的な原則が浮かび上がってくるように今後議論を進めて

いきたいと、こういう形で考えております。 

そういう意味で申しますと、活性化ということが非常に大事だと思いますが、

これはドイツのように国際的な環境の中で企業課税をどうするかという問題が、

日本はもっと深刻な状態になるのかどうかという見極めがまず必要だと思います。

ドイツの場合は、ＥＵの中で最近非常に資本移動が活発になっておりまして、ド

イツ一国でやるよりはＥＵの中でドイツ企業が活躍することはいいことだという

ことは全体としてあるわけです。しかし、それが現在、タックスイベージョン、

要するに税金を免れるために税金の安いところへ分社化して会社を持っていき進

出する、あるいはいろいろなテクニックを使って、例えば、たくさん借金をして

利潤がなかったということにして税金を免れる、というような競争が起こってい

る。いわばＥＵは、タックスコンペティションと彼らは言っていますが、実態は

タックスのダンピングのような形で税率引き下げ競争がある程度行われていると

いうことであります。 

それに対応するために、あまり高い税率、外国より高い税率は避けたいという

のが一つの要因であることは間違いありません。しかしそれと同時に、ドイツと

してはもう一つの考え方として、ＥＵの中でドイツ企業が活躍してそこで世界的

な競争力を持つ、ということがドイツ国内の雇用や賃金のためにはそういう企業

がなければならないという考え方は、かなり共通して国民に持たれているという

感じがしました。2001年に法人税減税が社会民主党のシュレーダー内閣で行われ

た。今回は連立内閣で、この法人税の引下げが大衆課税である付加価値税の引上

げと同時に政治的にすんなりおさまっていったということである。日本の今後の
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海外との付き合い方というのが、企業がどういう形でアジア諸国、あるいはその

他に展開してどうなるのかということを見極める、そのことが一つの条件であろ

うと思います。それからまた、先ほど申しましたように、ドイツでは法人税を引

き下げたけれども、課税ベースで６分の５まではちゃんと回復した。つまり歳入

中立ではありませんけれども、かなりそれに近いことになった。 

地方税も影響を受けたわけですが、こちらは営業税という歳入中立の形で落ち

着けた形になっておりまして、別の財源をいろいろ探す努力は相当行われたのだ

ろうと、こう考えております。 

これも財政赤字が一応克服された、つまりマーストリヒト条約違反の条件が改

善したということで、ドイツの法人税改正は2008年から行われることになってい

る。これについて、日本もそれに非常に似ていると考えるのか、日本の状態はそ

うでないと考えるのかというところがもう尐し詰めたいところと私は思っており

ます。 

それから、税と社会保障の問題は、実は次の安定財源についても、大きな問題

として各国で議論されております。これはやや違う話かもしれませんが、経済成

長が財税健全化にとって必要であることは私どもの大前提でございますけれども、

逆に財政の健全化が進めば、それが持続的な経済成長の土台であると考えられる

という面もある。例えば、インフレ懸念は財政が健全なら尐しは薄れる、金利は

下がっていられるということもありますので、税をとる方の立場にある人間とし

ましては、そういう観点も是非広めていただきたいと考えております。 

日本の場合は尐子高齢化社会になりますと、どうしても歳出が増大するであろ

うし、これまで非常に多いと思っていた家計貯蓄も、働き手、貯蓄をする方が尐

なくなり、引き出す方が多くなるとだんだん減尐していく。こういうことになり

ますと、例えば国債をまた出すということがむしろ難しくなってくるかもしれな

い。こういうこともあるわけでありまして、その一方、グローバル化の中で日本

がちゃんと成長できるのかどうか、この国の将来を託す世代の肩の荷がこのまま

では非常に重くなるという一種の逼塞感、そういうものを考えると着実に安定財

源を確保していくことが必要なのではないか、こういう気がいたしております。 

この点について更にややミクロ的になりますけれども、経済社会構造が変化す

る中でいろいろな問題が起きている。雇用形態が多様化・流動化、尐子化、こう

いった変化が起きているわけで、総じて言えば若年層を中心として社会格差・所

得格差が拡大してきた。 

こういったものを税制面において対応することは、当然要求されることだと思

います。その場合１つの問題は、税制について言えば、低所得層は税金を納める

必要がない人たちであり、減税をしてもあまりすぐには影響が及ばない。それに

対して社会保障の保険料は、保険料を払えない人もたくさんいらっしゃるわけで

すけれども、企業に就職していれば社会保険料は払わなければいけない。それは

相当の負担になる。これは税として言えば比例税になり累進税ではありませんか

ら、低所得層のところでは税負担というのはあまり問題にならないと思いますけ
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れども、社会保険負担もかなりある。と同時に、社会保険料の負担を企業もして

いるということですね。 

最近のＪＥＴＲＯの広報にスウェーデンの春の予算というのが載っておりまし

たけれども、その中では若者の雇用を増やした企業には社会保険料の企業負担分

を軽減する政策もとっている。いわば税と社会保険と両方でという感じの対象が

できている。日本では尐子化ですから、むしろ若い人は引く手あまたになるかも

しれないと思いますので、同じことをしろということはないのですけれども、そ

ういった海外の例もあり、全体としてどう安定財源を達成し、社会構造変化に対

応するかが大事だと思います。 

更に地方分権につきましては、既に国と地方の財政状況を踏まえつつ国と地方

の役割分担が今後分権促進法によって次第に明らかになってくることを期待して

いるわけでありますが、同時に、地方税の偏在性の是正の方向に沿った検討が必

要だと思います。 

最後に一言だけ申しますと、安定的な財源を求めている私どもといたしまして

は、税収が増えたからといって歳出で逆にばらまきが復活することは、将来の安

定財源を得るためには非常にマイナスになるということを懸念している。その意

味で歳出・歳入一体改革を進める中で、私どもは歳入面を努力していきたい。そ

れから歳出・歳入だけではなく、諸改革との連携を密にしながら、この税制の新

しい構想を描いていきたいと考えております。 

どうぞよろしくお願いします。 

（大田議員）  ありがとうございました。時間が迫っておりますので、ごく簡潔にお

願いいたします。１、２分で。 

（伊藤議員） ４人の民間議員の名前で出しているペーパー「税制改革の基本哲学に

ついて」という紙がお手元にあると思います。今、時間制限があるということで

飛ばすところもあるかもしれませんが、後ほど紙を見ていただければと思います。 

基本哲学ということについて、所得税、消費税、法人税などを含むすべての税の

新しい制度を構築するため、３つの視点、それから６つの柱が重要であると考え

ています。 

３つの視点において点検していきます。１つ目は、納税者の立場に立って設計

されているかと。納税者が納得し、かつ納税の利便性を確保している。真に必要

な人に必要な配慮がなされる。将来世代に責任を持ち、負担を先送りしないとい

う視点が重要であると考えております。２つ目は、経済社会の変化に対応してい

るか。これは尐子高齢化、グローバル化などであります。３つ目は、受益と負担

の両面から総合的に設計されているか。これは省庁の縦割りを超えた対応が必要

であるということであります。 

次に実現すべき６つの柱ということであります。１番目の柱は、イノベーショ

ンとオープンな経済システムによって経済成長を加速する。成長力強化、生産性

向上に向けて税制も含めた総合的な取組が重要である。また生産活動や就労意欲

を阻害しないように、“広く薄く”という観点に立って、法人課税や取得課税を設
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計するということが重要であると思います。それからリスクへの挑戦を促すとい

う観点から、金融所得課税を見直す。２番目の柱は、多様なライフスタイルや経

済活動を実現する。これは人生のいろいろなライフステージに応じて、税制が歪

みをもたらさないようにしようということで、各種控除制度を見直すことが重要

であると考えています。それから投資等の経済活動に対して税が歪みをもたらさ

ないよう、また租税回避行動による不公平や資源のロスが生じないようにする。

寄付税制の拡充ということを考えてはどうかということを検討する。 

３番目の柱は、世代間・世代内の公平を実現する。各世代への長期的な影響を

チェックする仕組みを考えてはどうかということであります。受益と負担の双方

を含めた制度全体の再設計が必要であり、真に必要な人に必要な対応がされるよ

うにしようということを提案したいと思います。世代を超えた格差の固定化を防

ぐよう税制等の設計を行うことで、格差が次の世代に持ち越されることのないよ

うにしようということであります。 

４番目の柱は、非常に重要な点だと思うのですが、税と社会保障を一体的に設

計して、持続的で安心できる仕組みを実現する。社会保障や尐子化対策について、

受益と負担の望ましい水準を適切に判断するということであります。それから次

に、歳出改革等によって対応しきれない負担増については、安定的な財源を確保

し、将来世代への負担の先送りを行わないようにする。これは先ほどの香西会長

からのお話にも沿うものであると考えております。 

５番目の柱は、真の地方分権を実現する。税制が果たす役割が重要であると考

えております。国と地方の税収比を５：５にすることを視野に入れて、補助金・

税源配分・交付税・地方債の一体的な改革に取り組む。国と地方の税目・税源配

分について、地方交付税財源を含めて大胆に見直し、地域間の税源偏在を是正す

る。 

最後に６番目の柱は、納税者の信頼を確保し、かつ公平・効率的な徴収体制を

実現する。このために一番重要だと我々が考えているのは、納税者番号の導入で

あります。納税者番号の導入に向けて、社会保障番号との関係の整理を含め具体

的な検討を進めるという時期に来ていると考えます。ＩＴ政府とも関係するので

すが、税制を簡素化するとともに、電子申告を促進し、徴収方法を効率化する。

税制を簡素化しないと電子申告もなかなか促進しないという観点からも簡素化を

促進したい。添付資料については省略します。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、尐し時間がありますので。丹羽議

員。 

（丹羽議員） ただいま香西会長、あるいは民間議員の説明からも、また甘利議員か

らのペーパーも、「経済成長なくして改革なし」ということと「歳出と歳入の一体

化」がポイントとして挙げられております。私は１点だけ、香西会長も当然おわ

かりで、御留意いただきたいのは、国民の納税意識を高めなくてはいけないとい

うこと。「広く・薄く・公平」の３三原則に基づきますと、最近、私がイメージす

るのは、低い税負担で高い負担感と、税に結構高い負担感を持っている。それは



 
平成 19年第 10回 議事録 

 

 8 

なぜかというと、公平性や税の無駄遣いが目につくから、そういう言葉が出てい

るように思うのです。そういう意味から言いましても、納税意識をもっと持って

もらうように、税の在り方についてもアカウンタビリティ、国民によく説明がで

きるような分かりやすい言葉で、公平な税の在り方に極力力点を置いていただき

たい。 

（大田議員）  ほかに。尾身大臣。 

（尾身議員） ５番目の柱、真の地方分権を実現するということで、地方の自立性を

高めるため国と地方の税収の比率を５：５とするとある。今は5.5：4.5というこ

とになっておりますが、地域間の税源偏在を是正するということとこの要請とは、

現実には全く矛盾すると私は思っております。つまり国が5.5をとって地方に交付

税で分けて、その分け方で足らないところ、例えば島根県などに、実は東京から

とった税金を回していることになっているわけである。 

ところが、それを５：５にして地方にその分だけ余計に地方税を回すとどうな

るかというと、東京と島根県の格差がもっと広がり、税源の偏在が顕在化してく

ることになる。地域間の税源偏差を是正するとありますが、もともと島根には税

源がないわけですね。納める人も納める企業もいない。東京は納める人も納める

企業もものすごく多い。その結果として、東京がものすごくお金が余って島根県

が足らない。足らない県がたくさんありますけれども、それは中央でとって配分

し直すということをやらないと、どうしたってうまくいかない。それを、５対５

にするという抽象論の世界で考えると、格差がますます広がって、東京にはもの

すごくお金が入るが島根には入らない。現実に、納める人も納める企業もないわ

けですから税源の偏在があるわけです。その偏在を是正し地域間の格差を是正す

る方向にいかなければならないのに、５：５にするというのは方向性としては考

え方が全く逆ではないか。現実から見て、この考え方だけは賛成できないという

ことを申し上げておきます。 

（山本経済産業副大臣） 経済産業省は成長重視が一番大事だと思っている。特に国

際的なイコールフッティングの確保、それから研究開発、ＩＴ、人材などイノベ

ーションを実現する投資を加速する観点が極めて重要だということでございます

ので、よろしくお願いします。 

（大田議員）  今、尾身大臣御指摘の点は、次の議題のときに尾身大臣、菅大臣のペ

ーパーも出されておりますので、そこでまた……。 

（尾身議員） 税調会長がおられるときに申し上げたかったから。 

（大田議員）  では、何か反論を一言。30秒。 

（伊藤議員） 地域間の税源偏在の是正については、「国と地方の税目・税源配分につ

いて、地方交付税財源を含めて大胆に見直し」というのが入っていますので、こ

れを考えれば矛盾しないというのが我々の意見です。 

（尾身議員） ５：５と言っているから、私は違うと言っているのですよ。 

（丹羽議員） 地域間の財政力の差の縮小や地方税の偏在性の是正については、民間

議員としてもまだ意見がありまして、諮問会議において十分議論していく課題で
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あると我々も思っておりますので、引き続き議論をさせていただきたいと思いま

す。 

（大田議員）  ありがとうございます。今日は香西会長及び民間議員から大変包括的

な提案をいただきましたので、これをベースにして、基本哲学のとりまとめに向

けて更に議論を深めていきたいと思います。 

 香西会長、時間の限られている中、どうもありがとうございました。 

（香西税制調査会会長） 先に失礼して本当に申し訳ございませんが、お約束してい

る人がありますので、どうも失礼いたします。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

 

（香西税制調査会会長 退室） 

 

（大田議員）  それでは、次の議題に移りたいと思います。歳出・歳入一体改革につ

いて議論いたします。時間が限られておりますので、御説明は５分程度でお願い

いたします。 

まず、有識者議員から御説明をお願いします。 

 

○歳出・歳入一体改革について 

（八代議員） それでは、民間４議員を代表いたしまして、歳出・歳入一体改革につ

いての御説明をさせていただきます。 

 今、香西会長からお話がありましたように、経済成長が財政の健全化にとって

不可欠であると同時に、長期金利の安定化等、財政の健全化なくして持続的な成

長の確保ができない、これは基本でございます。安倍内閣におきまして、歳出・

歳入一体改革は成長力加速と並ぶ最重要課題であり、「基本方針2006」に沿った取

組を実行しなければいけないということです。歳出改革はスタートしたばかりで

あり、平成20年度予算においても19年度予算と同様に最大限の努力を行う必要が

あるのではないかということであります。 

第１に、平成20年度における歳出・歳入一体改革の進め方。歳出改革を徹底さ

せる。「骨太2007」において、主要歳出項目の改革の具体化を何よりも進めなけれ

ばいけないわけであります。「進路と戦略」における予算原則として、３ページ目

の注に書いてありますが、ここに書いてありますように、５つの原則がございま

す。これを徹底しなければいけない。 

原則１は、景気を支えるために、政府が需要を積み増す政策はとらず、民間需

要主導の経済成長を目指さなければいけない。原則２は、税の自然増収は安易な

歳出等に振り向けず、将来の国民負担の軽減に向ける。原則３は、経済成長と財

政健全化を両立させるために、中期的な視点を重視する。原則４は、これが一番

大事でございますが、新たに必要な歳出増を行う際には、原則として他の経費の

削減で対応するということ。原則５は、国民への説明責任を徹底する。 

この「進路と戦略」の原則に沿って、財政健全化の中期目標の実現と整合的で
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あるかを点検しつつ、歳出・歳入一体改革を推進するということを考えておりま

す。抜本的税制改革につきましては、今も議論がございましたが、本年秋以降に

本格的・具体的な議論を行う。これを円滑に進めるためにも、今、伊藤議員から

御説明がありました税制改革の基本哲学について検討を進めるということです。 

第２に、歳出改革への具体的な取組み。社会保障につきましては、高コスト構

造是正をはじめとする改革により、「基本方針2006」、国1.1兆円、国・地方合わせ

て1.6兆円の伸びの抑制を確実に達成する必要があります。また、医療や介護を中

心とした高コスト構造是正プログラムの策定を踏まえて、年内に「基本方針2006」

を策定するために必要な改革の道筋を示します。 

公共投資については、入札談合の廃絶、コストの更なる縮減、真に必要な事業

への重点化、地域へのニーズに応じたきめ細かな対応に全力を挙げることによっ

て、20年度予算においても19年度予算に続き最大限の削減を行うべきであるとい

うことです。 

公務員の人件費につきましても、地方分権改革を推進し国と地方の業務の重複

をなくし効率化することにより、更なる定員の縮減を目指します。また、給与に

ついても地域の民間給与をより一層反映するような形に、官民格差の是正を図る

必要があります。これらの改革を推進することにより、公務員人件費については、

更なる削減が目指されるわけです。 

その他でありますが、文教、科学技術、ＯＤＡ等については、科学技術等増え

るものもございますが、全体としては、「基本方針2006」に沿って最大限の削減を

行う必要があるのではないかということでございます。 

以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、尾身大臣から御説明をお願いしま

す。 

（尾身議員） 「歳入・歳出一体改革について」というペーパーを出しております。

現在の財政の状況は、簡単に言いますと、国・地方合わせて773兆の債務があって、

ＧＤＰ比で148％。主要先進国の中で最高の水準であります。表にあるように、日

本だけ高く、その中でも一番高いという債務残高であります。他方、国民の負担

率は39.7％。これはアメリカが31.9％で低いが、アメリカは国民皆保険制度があ

りませんで、私どもが修正をしますと８％ぐらい上乗せになるわけで、アメリカ

と並んでほぼ40％で世界一負担が低い。実質的に最低水準であるという状況でご

ざいます。 

財政制度等審議会におきましても、国民全体の受益と負担が乖離しているこの

状態を「中福祉－低負担」とも言われている。この差が将来にツケが回っている

と指摘されているわけでございます。 

内閣府のプライマリー・バランスの試算について、試算がなされているわけで

ございますが、試算の前提は、①高齢化の進展に伴う自然増が６兆円程度、②基

礎年金国庫負担率の引き上げがある。表の③と④の要因が計算上入っておりませ

ん。③は尐子化対策でありまして、今の人口１億2,800 万が50年後には9,000 万
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に、100 年後には4,500 万になるというのが人口問題研究所の見通しでありまし

て、今何もしないとこういうことになる。ですから、尐子化対策を抜本的に強化

しないと、国家百年の計から見て日本という国家が衰運をたどると思っている。

今、尐子化対策で検討していただいておりまして、これを相当考えなければいけ

ないと思っております。 

フランスは30年前に日本と同じ出生率の1.90であったのが、日本は30年間に

1.26まで下がり、フランスは2.0まで上がってフランスの人口は増加しており、日

本は人口が世界一減という状況になっている。フランスを見てみるとＧＤＰの

3.02％を尐子化対策に使っている。日本はその４分の１の0.74％でありまして、

財務大臣として、もっとお金を使った方がいいというのは言いにくい話なのであ

りますが、やはり、ある程度尐子化対策をやらないと、今のような状況で100年後

に人口が３分の１になってしまうということは、国家として容認できない。した

がって、是非抜本的な対応をしていかなければならない。このための費用も見込

まなければならないというのが③であります。 

④は770兆円の債務がありますので、１％金利が上がると7.7兆円の負担増にな

る。日本の金利は非常に低い水準になっておりますので、好むと好まざるとにか

かわらず数年のうちにはある程度上がることを覚悟せざるを得ない。 

したがって、③と④の要因というのを十分考えて財政再建や経済活性化を実現

していかなければならないと考えております。今度の「基本方針2007」では③と

④の要因をどう入れるかはまた別といたしまして、この要因も考えた上で、歳入・

歳出一体改革について、この経済財政諮問会議で方針を決めていただきたいと思

うわけであります。 

税制改革についても、高齢化の進展に伴う社会保障支出の増加のほかに、基礎

年金国庫負担割合の引上げ、尐子化対策のための費用、そういうものも全部含め

た上で、この秋以降本格的な税制改正の議論、歳入・歳出一体改革をやっていた

だかなければならない。この19年度を目途にあらゆる世代が広く公平に負担を分

かち合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組む

というのが総理の施政方針にもありますので、今度の「基本方針2007」におきま

しても、歳入・歳出一体改革という項目をしっかりと立てて、基本方針を柱立て

していただきたい。４ページの(2)の項目を進路と戦略の中に是非しっかりと入れ

て、全体としての日本の将来像を描いていただきたいと思うので、お願いをいた

します。 

（大田議員） ありがとうございます。では、菅議員の代理として大野副大臣よろし

くお願いします。 

（大野総務副大臣） 地方財政の観点から歳出・歳入一体改革について御説明する。

資料をお配りいたしておりますが、昨年決定いたしました「基本方針2006」に沿

いまして、給与費の歳出削減にしっかりと取り組んでいるところございます。平

成19年度も徹底した歳出見直しに取り組んでいくところでございます。 

資料の１ページ目をごらんいただきたいと思います。現状は、フローでは平成
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19年度の財源不足が4.4兆円もございます。更にストックでは債務残高は199兆円

と、対ＧＤＰ比でＯＥＣＤ諸国の約６倍の水準になっております。これらを早期

に縮小していかなければならないところでございます。 

２ページ目でございます。歳出面でございますが、人権費や公共投資の抑制に

取り組んでいくわけでございますが、やはりグラフにあるとおり、社会保障関係

費が、地方も国と同様に大幅に増加していくことが見込まれております。充実が

検討されている尐子化対策につきましても、国費が1.3兆円、地方一般財源が2.8 

兆円で、地方の役割と負担が非常に大きな分野であることにも留意をしていく必

要がございます。いずれにしましても、歳出の削減、財源不足と債務残高の縮小

に努めていくことが大事であります。その際に重要なのは、頑張った地方が報わ

れること。地方の頑張りの成果を地方の健全化につなげてまいりたいと、こう思

っております。 

それと、次のペーパーがありますが、いいですか。 

（大田議員） お二人の連名のペーパーですね。 

（大野総務副大臣）  はい。尾身議員と連名の資料「地域間の財政力差の縮小につい

て」。近年、地方法人二税の税収が急速に回復していることを背景といたしまして、

地域間の税収の差が広がる傾向にございます。東京都の税収は、ここ４年間で約

１兆4,000億円増加している。地域間の税収の偏りの是正でございますが、単に富

裕団体の超過財源を減らせばいいという発想に立つのではなく、地方自治制度の

在り方といたしまして、一部の地方団体に地方法人二税の税収が集中する地方税

上の構造的な問題をどのように解決するかという観点から取り組むべきものであ

ると、こう考えております。そのためには、尾身議員と御相談をさせていただき

まして、早急に検討すべき課題として、総務・財務両省で実務者レベルの協議を

開始したところでもございます。 

今後幅広く検討を進めてまいりますが、地域間の偏りが最も小さい地方の基幹

税であります地方消費税の充実などによりまして、できる限り、偏在度の小さい

地方税体系を構築することが重要であると思っているところでございます。 

以上です。 

（大田議員） 尾身大臣から何か補足は。 

（尾身議員） 総務省と財務省が共同で検討した結果の資料について。簡単に言うと、

現在、黒字の地方団体は東京と愛知県なのでありますが、東京が１兆4,000億の黒

字。下の８つの県の赤字全部に匹敵しており、著しく中央と田舎の格差がついて

おり、これがいわゆる地域格差になっている。これは、国と地方の合計等を比べ

ると国の方が財政がきつい。しかし、地方公共団体の間の格差というのがもう許

容できないところまで来ており、財務省、総務省で共同のプロジェクトチームを

つくって、どうしたら格差を是正できるかを検討中でございます。 

具体的に格差是正の方法については意見がまだ固まっておりませんが、安倍政

権の格差是正は最大の問題の一つだと考えている。もともと税源がない地方と、

企業が集中し、お金持ちが大勢いる東京との格差をどうやって是正をしていくか
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という観点から、何らかの手を打たないと大変なことになる。この問題を両省で

相談をして解決策を見い出そうと考えている。その点については全く意見が一致

しておりまして、これを進めていきたい。 

その一環として、先ほど申しました地方税源をもっと増やして国の税源を尐な

くするということになると、格差是正のための財源がますます尐なくなり、格差

が広がるという結果になるので、現実の問題として全体の改革とは逆方向になる

のではないか。この点についてもしっかりと御議論をいただきたいと思っており

ます。 

（大田議員） ありがとうございます。では、自由な御議論を。八代議員から。 

（八代議員） 先ほど尾身議員が尐子化対策が重要だということをおっしゃいました

ことは、全くそのとおりだと思います。ただ、尐子化対策について、フランスと

日本とはかなり状況が違い、例えば、労働市場を見ましても、フランスと比べて

日本の労働市場は極めて硬直的な面がある。具体的に例を挙げますと、日本の働

き方は基本的に言えば結婚した女性は働かないことを原則としていろんな雇用慣

行等ができており、これは職種別のフランスの労働市場とは大きな違いがある。

その意味で、一旦企業を退職した女性の場合は再び中途採用される機会がフラン

スと違って非常に低いので、その結果、 生涯で見ると極めて大きな逸出所得とい

う不利を被る。こういうものを財政で全部補てんしようとしたら膨大な額になる

わけです。したがって、日本についてはもっと働き方の多様化を促すような労働

市場の制度改革を行うことにより、働く機会が与えられれば、子育て面での不利

な状況というのはかなり改善されるわけであります。 

それから保育の制度につきましても、まだまだ硬直的な面があり、全国的に見

ても余っている保育所と足りない保育所との格差が非常にある。こういう合理化

を進めることによって、フランスほどお金をかけることなく尐子化対策を実現す

る余地はまだ十分にあるわけです。もちろん必要な尐子化対策の財源は確保しな

ければいけませんが、そのときも先ほど御紹介いたしました基本原則により、必

要な尐子化対策の支出増は、他の歳出減によって補うという原則が成り立つわけ

でございます。 

例えば、公共投資につきましても、民間議員ペーパーの４ページ目に、入札談

合による不当利得の推計値というのが載っているわけでございます。これは公正

取引委員会が2004年に公表した資料でございまして、様々な事件に伴う不当利得

の推計値であるが、これを単純に平均すると約19％に上る。談合に伴う企業の超

過利潤がこれだけあるわけですから、談合を更に抑制することにより、公共投資

の実額は変わらずに、10％ぐらい金額的には削減する余地があるわけでございま

す。 

公務員の人件費につきましては、民間議員ペーパーの最後にあるように、各都

道府県における民間企業と地方公務員の給与を比較しますと、非常に大きな格差

がある。これは単に公平性の観点からだけではなく、地方における人材が過度に

公務員部門に吸収されてしまうという問題でもある。こういう無駄をなくす余地
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というのは、まだ日本に大きいので、単純にフランスの尐子化対策とは比較でき

ないのではないか。大事なのは制度改革を進めることである。それにより財政の

効率化と尐子化対策を実現していくということは、決して矛盾しない状況にある

のではないかと考えております。 

（大田議員） ありがとうございます。丹羽議員、伊藤議員。 

（丹羽議員） 先ほど香西会長がおられるときにということで、私も慌てて申し上げ

ましたけれども、地域間の財政力の差は地方分権改革推進委員会でも大変なテー

マになっている。これはかなりのところで認識をされておりまして、我々民間議

員としてもいろいろ意見がございますので、諮問会議において、これから尾身議

員、菅議員の御意見も聞きながら、十分議論を進めていくテーマだと思うのです。

東京対地方、この格差はもう絶大のものがありますし、これを何とかしなければ

いけないという認識は持っております。地方の役割と中央の役割についても、こ

れから地方分権改革推進委員会で議論されていくと思うのですが、諮問会議にお

いてもいずれ地方分権についてのテーマが取り上げられると思うので、その機会

も得て、この問題は引き続き課題として議論させていただきたいと考えておりま

す。 

 

（塩崎議員、菅議員  入室） 

 

（大田議員） 今、歳出・歳入一体改革で資料の御説明が終わって討論に入ったとこ

ろです。 

伊藤議員、先ほどの反論を。伊藤議員からでよろしいですか。 

（伊藤議員） 先ほど尾身大臣の方から５：５にすることと、地方偏在を是正するこ

とが矛盾するのではないかという御指摘があったわけですが、５：５は総額の比

である。確かに現在の税体系をそのままにして比例的にこれを地方の取り分を増

やすということであれば、これは地域間の税源偏在を促進、悪化するというのは、

そのとおりであると思います。 

しかし、我々は、 税目、税源配分について見直そうと言っている。菅議員、尾

身議員の連名のペーパーを見ると分かるように、地方法人二税、地方消費税は偏

在度が違うわけです。したがって、例えば地方法人税二税を下げて、地方消費税

を上げると、地域間の税源偏在というのは自動的に是正される。したがって、総

額の議論とそれの配分の議論とは別であり、我々はこれは矛盾するということは

ないと思います。  

（大田議員） では尾身大臣。 

（尾身議員） 偏在度は、地方消費税は２倍、地方法人二税は６倍になっている。そ

の倍率の高い税を各地方で徴収をする税にすると、例えば、東京に入った税はほ

かに回すことができなくなる。ですから、伊藤議員が言われたように今の地方法

人二税を引き下げて地方消費税を上げれば、もちろん偏在是正の効果は幾らかあ

りますけれども、東京や沖縄で別々に、一旦とってしまった税を、東京から沖縄
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に回すことはできない。ですから、そういう意味では、国でとってプールをして

適正な配分をしていかないと、格差是正的なことができない。格差是正の財源が

尐なくなるという意味で極めて難しくなる。この点だけは、是非御理解をいただ

きたい。 

子育てについてですけれども、お金だけでやろうと言っているのではないので

す。もちろん、社会的な慣習や企業、社会、国家、地方、全部が協力をしてシス

テムを直した上でやらなければならない。やらなければならないけれども、お金

の使い方そのものがフランスでは４倍になっている。子育て問題、尐子化問題を

本格的にやろうと思ったらある程度のことは覚悟していかなければいけない。お

金は今のままで制度だけ直したら人口が増えるとか、尐子化対策が済むというよ

うな、生やさしい問題ではないと私は考えております。どういうことをやるのか

いった内容については、別のところで検討していただいているので、その議論の

結果を踏まえて、我々の方も、それなりの対応をしなければならないということ

を財政上申し上げている。決してほかの対策をやるなということではないが、ほ

かの対策だけで今の尐子化問題が解決できるとは到底思えない。そのことだけは

御理解いただかなければならないと思います。 

（大田議員） 山本大臣。 

（山本経済産業副大臣） 全体のシーリングの枠を守りながらメリハリを付けること

が大事だと思います。そういう意味では、昨年の経済成長戦略要望3,000億円とい

うのは非常にうまくいったのではないかと考えております。全体のシーリングの

枠を守りながら、新陳代謝を促していく。特に成長、尐子化対策、格差是正につ

ながるものをやっていく。今回は昨年の大綱に加え、安倍総理の下で議論してき

たイノベーション25、アジア・ゲートウェイ構想、成長力加速プログラムなど、

安倍政権ならではの戦略要望枠をつくって、金額も増やすということがいいので

はないかなと思っております。 

（大田議員） ありがとうございます。菅大臣。 

（菅議員）  途中で来たので流れが分からず発言させていただきますが、尾身議員と

連名で地域間格差について資料を出させていただきました。私、地方自治全体を

所管する大臣として、構造的に税配分そのものが問題ではないかと認識している。

この諮問会議の当初の段階で、「国と地方の仕事量が国が４、地方が６。しかし税

は逆である。１対１を目標にしたい」という話をさせていただきました。地方消

費税は偏在度の小さい税だが、資料にあるように、東京都の税収が、この４年間

で約１兆4,000億伸びている。銀行が税金を支払うようになると更に増えるだろう

と予測されます。そういう中で、例えば東京のあるところでは18歳まで児童手当

を出したり、医療費の補助を小中学生全員に出すなど、ほかの自治体と差が出て

きている。そういう意味で、所管大臣として、これについては是非考えなければ

ならないということで発言を今させていただいています。 

諮問会議に参加した当初から発言をしているのですが、ここに来て最近マスコ

ミにも取り上げられ大きな問題になってきています。基本的な認識は当初から変
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わらず、全体としてやはり偏在があり過ぎるということでありますので、是非御

理解いただきたいと思います。 

（大田議員） 八代議員。 

（八代議員） ２点述べたい。まず、子育ての方で、尾身議員の言われる点は非常に

よくわかると思います。ただ、何分、今はまだまだ無駄がある。社会保障費全体

をみても日本の社会保障費の構成比は高齢者に偏っていて、諸外国に比べると、

子どもや家族のための支援が極端に尐ない。それは尐ないから単にほかの支出を

一定にして尐子化対策にお金を付けるというより、社会保障全体の中で配分を変

える余地は十分にあるのではないかと思っております。また地方への所得移転に

ついても同様でありまして、交付税でなければ地域間の再分配ができないかどう

かは別の問題である。これはまだまだアイデアの段階ですが、例えば共同地方税

のような構想も一部にあると聞いておりますし、そこはやはり多様な議論を踏ま

えた上で、地域間の格差是正ということが必要。必ず６対４とか、そういうこと

でなければ、地域間の財源配分の是正はできないということではないのではない

かと思っております。 

（大田議員） ほかに議論はありませんでしょうか。ありがとうございます。歳出・

歳入一体改革は今日がキックオフで、これから個別の歳出項目についても議論し

ていきたいと思います。それから、地方税の偏在につきましても、民間議員から

も御発言ありましたように、非常に大きい問題。民間議員もこれからお考えをま

とめると思いますので、改めて諮問会議の場で議論させていただきたいと思いま

す。 

民間議員から、公共投資や人件費などについて非常に厳しい改革の御提案があ

りました。これについては、また担当大臣をお呼びして、この場で議論させてい

ただきたいと思います。 

総理から何か。 

（安倍議長） 歳出・歳入改革は安倍内閣の最重要課題でございます。新たに必要な

歳出が出てくる場合にも原則として他の経費の削減で対応するというのは、予算

編成に当たっての原則の一つであるが、それは揺るぎなく歳出改革を進めていく。

この原則は、これからも堅持をしていかなければいけない。これは基本的な姿勢

であります。また、今日の議論にあった公共投資を含め、歳出全体について19年

度予算に続き20年度予算においても歳出改革を強力に推進をしていかなければな

らないと考えております。 

 

○成長力加速プログラムについて 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、最後の議題であります「成長力加

速プログラムについて」、この取りまとめに入りたいと思います。まず、私の方か

ら成長力加速プログラムを御説明させていただきます。このプログラムはこれま

での審議を踏まえて作成いたしました。各大臣の御協力を得て、関係府省とも事

務的な調整をしたものです。今日の説明につきましては、概要で御説明させてい
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ただきます。 

 プログラムは、成長力を阻害する要因を徹底的に除去する、消費者起点で成長

を実現するという２つの視点に立っております。基礎力を高める成長力底上げ戦

略、効率を高めるサービス革新戦略、それから創造力を発揮させる成長可能性拡

大戦略の３つの戦略により成長力を強化する。そして経済成長の姿として、労働

生産性の伸び率を５年間で５割増やしていく。 

  「進路と戦略」における新成長経済移行シナリオを実現させていきます。具体

的には、過去10年間の平均で1.6％でありました一人当たり時間当たりの労働生産

性を平成23年度に2.4％を目指します。 

  １枚目のイメージの図をご覧いただきたい。まず、底上げ戦略で点線の部分ま

でボトムを上げる。それから、効率性の低いところの生産性を上げて、細い実線

ラインまで引き上げる。そして可能性を拡大させて、太い赤のラインまで引き上

げていくというイメージです。 

  ２ページ目をごらんください。１つ目の柱であります成長力底上げ戦略。その

３つの柱としまして、人材能力戦略、就労支援戦略、中小企業底上げ戦略です。

成長力底上げ戦略につきましては、政労使が参加する円卓会議を既に国では立ち

上げております。今後、これを地方の円卓会議に広げていきます。原則として、

３年間に集中的な取組を行います。 

  人材能力戦略の主な内容について、ジョブ・カード制度をつくるが、これは職

業能力形成のためのカードである。また、実践型教育システムを構築いたします。

就労支援戦略としまして、『「福祉から雇用へ」推進５か年計画』を策定いたしま

す。中小企業底上げ戦略として、生産性向上プロジェクトを推進しつつ、最低賃

金制度の充実を図ります。 

  次のページをごらんください。２つ目の柱でありますサービス革新戦略は、Ｉ

Ｔ革新戦略、地域成長力向上戦略、官製市場革新戦略、の３つが内容になってお

ります。 

ＩＴ革新戦略につきましては、ＩＴによって生産性を向上させていく。業種や

取引関係を超えた情報共有の仕組みを構築します。年内に産業横断的なコンセン

サス形成の場を設定します。ＩＣＴ産業の国際競争力を強化する。国民に使い勝

手のよい世界最先端の電子政府を５年以内に実現させます。そのため、ＩＴ戦略

本部にオンブズマン機能を付与します。電子申請手続きに関する提案を受け付け、

受け付けた内容とその処理結果を来年度から公表していきます。それから、ＩＴ

本格活用に当たっての障害除去のために、官民合同のプロジェクトチームを設置

いたします。健康ＩＴカードの導入に向けた基本構想について、年内目途に結論

を得ます。 

地域成長力向上戦略としまして、地域の企業、自治体、金融機関の３者が一体

となった包括的かつ集中的な取組。これは「骨太2007」までに民間議員に具体案

の御提示をお願いしてあります。具体的には、地域産業を担う「経営人材」を事

業の現場に参画してもらう仕組み。３セク等に対する評価の実施、債務調整につ
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いて、分権改革と一体的に整理いたします。地域金融機関の収益基盤を強化する

ための新たなプランや目標を策定いたします。 

  ３つ目の官製市場革新戦略については、「規制の集中改革プログラム」を策定し、

「骨太2007」等に盛り込みます。サービス・イノベーションとしまして、サービ

ス産業生産性協議会を中心に、顧客満足度指数の本格導入を来年度から行います。 

  最後のページをごらんください。３つ目の柱であります成長可能性拡大戦略は、

政策イノベーション、大学改革、「貯蓄から投資へ」の加速という３つのことを行

います。 

政策イノベーションとしまして、競争選抜的な支援の仕組みを導入します。事

業化の障害除去としまして、医薬品や医療機器の国際共同治験、承認審査の迅速

化、薬価制度改革、これを５か年戦略として取り組みます。世界最先端のデジタ

ルコンテンツ流通促進法制を２年以内に整備いたします。 

  大学改革については、成長力強化の観点から重点的に取り組むべく３つの改革

につきましては、今後５年間で取り組む政策プログラムを「骨太2007」に盛り込

みます。これを含め、大学・大学院改革の全体像につきましては、関係会議での

審議を踏まえ、教育再生会議において基本方針のとりまとめを行いまして、必要

に応じて「骨太2007」に盛り込みます。３つの重点パッケージは、第１に、研究

資金の選択と集中、第２に学生による大学の選択と国際化、第３に、大学の努力

と成果を踏まえた国立大学法人運営費交付金の配分である。 

「貯蓄から投資へ」の加速としては、確定拠出年金の改革、エンジェル税制・

研究開発促進税制の拡充、取引所の競争力の強化、この３つが主な内容です。成

長力加速プログラム、これまで御審議いただいた内容のとりまとめは以上です。 

これに関連しまして、甘利大臣からの資料を山本副大臣にお願いいたします。 

（山本経済産業副大臣） 「安倍政権の成長戦略について」という資料について。今

回まとめられた成長力加速プログラムは非常に重要なアイデアを盛り込んでいる

と評価している。こうした政策を、目標や時期、具体的なアクションを明確にし

た上で早期に実行していくことが必要だと考えます。この成長力加速プログラム

やアジア・ゲートウェイ構想等と相まって、安倍政権の成長戦略パッケージを構

成するものとして、現在、経済成長戦略大綱のローリングを行っているところで

あります。これにより、成長力に向けた政策の総動員を図っていく。具体的には、

ＩＴ革新とサービス産業の生産性向上、地域・中小企業の活性化策、アジアとの

連携、人材育成、金融面での国際的に遜色のない制度づくり等への取組を重点的

に強化してまいります。今後、各府省から新規施策のアイデアを提案いただく予

定でありますので、それを織り込んで仕上げていきたいと思います。 

ただ、成長路線がしっかりとしていることが大事である。これは私見でありま

すけれども、日本経済は去年の暮れ頃をピークに尐し下降に入っているのではな

いかと懸念しており、これが顕在化してくるのは６月、７月ではないかと思いま

す。アメリカの著名なエコノミストと話をしましたら、アメリカも住宅部門の影

響が７月ぐらいに消費に顕在化するのではないかと言っておりました。そういう
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意味で、こうした政策を夏に向けてしっかりと打ち出すという強いメッセージが

必要じゃないかと考えております。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、御自由に御討議をお願いいたしま

す。 

 よろしいでしょうか。成長力加速プログラムを本案のとおり、諮問会議として

とりまとめさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」と声あり） 

 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、本案どおり取りまとめることとい

たします。 

山本副大臣からお話がありましたように、成長力加速プログラムは実行できる

かどうかが重要であるので、そのためにタスクフォースを内閣府の事務局に設置

いたします。 

一番最後の資料をご覧いただきたい。成長力加速プログラムを確実に実行し、

その効果を十分に発現させるため、タスクフォースを設置いたします。タスクフ

ォースには、フォローアップ、追加策の検討、効果の測定を行っていただきます。

フォローアップとしては、骨太方針そのものもフォローアップしているので、こ

こと連携をとってフォローアップしていきたいと思います。 

構成員としまして、民間議員４名にお入りいただきますが、加えまして、川本

裕子さん、篠﨑彰彦さん、元橋一之さんにお入りいただく。この他に、産業再生

に詳しい方に一人お入りいただきたいと思いまして、人選を進めております。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、このプログラムにつきまして、総理からごあいさつをいただきたい

と思いますが、ここでプレスが入室いたしますので、しばらくお待ちください。 

 

（プレス入室） 

 

（大田議員）  先ほど経済財政諮問会議として成長力加速プログラムを取りまとめま

したので、総理からごあいさつをお願いいたします。 

（安倍議長） 人口減尐という、私たちは今まで経験したことのない状況が生まれる

わけでありますが、成長に対しては大変困難な前提となります。その中において

も、我々は成長を目指していく。これが安倍内閣の基本的な姿勢でございますが、

そのためにはプランとプログラムが必要であり、徹底して阻害要因を排除してい

かなければならない。そういう観点から、今回この成長力加速プログラムを取り

まとめいただいた。まだまだ、様々な課題、また阻害要因が岩盤のように横たわ

っており、それを我々は強い意思をもって砕いて前に進んでいかなければならな

いと思っております。 

私の内閣でこれらの改革を確実に実行していかなければいけないという使命を、
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我々は帯びているということを再認識をしなければならないと思っております。

本プログラムは、今後更に必要なところを補強した上で、「基本方針2007」の重要

な柱にしていくことといたします。「基本方針2007」の策定に向けて引き続きの御

尽力をよろしくお願いいたします。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

 

（プレス退室） 

 

（大田議員）  それでは、以上もちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたしま

す。 

（安倍議長） どうもありがとうございました。 

 

（以 上） 


