
平成 19 年第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年６月 12 日(火） 17:37～18:05 

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）「基本方針 2007」に向けて 

３．閉 会 

（説明資料） 

○基本方針 2007（仮称）（原案）

○平成 20 年度予算編成の基本的考え方について（財政制度等審議会「建議」） 

（尾身議員提出資料）

（配付資料） 

○平成 20 年度予算編成の基本的考え方について（尾身議員提出資料）

（概要） 

○「基本方針 2007」に向けて

（大田議員） 今日は「基本方針 2007」に向けて、原案をお示しする。 

前回お示しした素案を基に、関係各省の意見や与党からの提案等も盛り込み、修

正及び追加した原案をお手元に配付してある。内閣府の担当統括官から説明させる。

（藤岡内閣府政策統括官） 「基本方針 2007」（仮称）の原案について、素案からの主

な追加あるいは変更点を簡単に御説明申し上げる。 

まず目次に、「第４章持続的で安心できる社会の実現」の中で、「教育再生」につ

いて、「少子化対策の推進・再チャレンジ支援」と分けて、独立した項目の２．を

立てている。 

また、５．「治安・防災」等の強化について、前回の諮問会議での御指摘も踏ま
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えて、「エネルギー政策」の文言を明示した。 

内容については、１ページ、第１章の中ほどで「新しい成長軌道の確立に向けて」

というパラグラフの中に、「成長力強化と財政健全化を車の両輪として一体的に改

革を進めていく」旨記述している。 

４ページの第２章の中で、「経済成長戦略大綱」を「改訂し、推進する」ことを、

概要とともに加筆している。 

   13  ページ「III 成長可能性拡大戦略－イノベーション等」の改革のポイントの

２．大学・大学院改革の中において、「効率化を図りつつ」というパラグラフがあ

るが、その中で「基盤的経費の確実な措置、基盤的経費と競争的資金の適切な組合

せ、評価に基づくより効率的な資金配分を図る」としている。 

   17  ページ「（４）イノベーションの加速」として、「③知的財産戦略の推進」、「④

産学官連携の推進」を追加している。また、新たに「（５）市場経済を支えるルー

ルの整備」として、独占禁止法の執行の強化と課徴金等についての法改正の必要性

の検討を追加している。 

   18  ページから 19 ページにかけて「２．グローバル化改革」の中では、「②ＥＰＡ

交渉の取組強化」、「③質の高いＥＰＡの締結」、「④国境措置」について加筆してい

る。ＥＰＡ交渉については、「平成 21 年初めにはＥＰＡ締結国が少なくとも３倍増

超になることが期待されること」、「米国・ＥＵを含め、将来の課題として検討して

いくこと」、「可能な国・地域から準備を進めていくこと」などを盛り込んでいる。

   20  ページ、「（４）アジアのゲートウェイを目指した取組」の①の中で、「港湾の

深夜早朝利用の推進」を加えている。 

   21  ページ「④『日本文化産業戦略』に基づく具体的な政策の推進」では、「感性

価値創造の推進」などを追加している。その下の「（５）総合的な外交力」におい

ては、「戦略的な援助の充実」、「マンパワー等の外交実施体制を中核とし、総合的

な外交力を強化する」としている。 

   23  ページ「４．地域活性化」においては、強い農林水産業を目指すとして、各般

の対応が盛り込まれている。「農地の集約化、規模拡大が不可欠」と加筆している。 

24 ページ「（４）林業、水産業の活性化」の項目を立て、「『緑の雇用』の活用」、

「森林作業の集約化」等について記述している。 

   25  ページ「第３章 21 世紀型行財政システムの構築」においては、下から４行

目、「行政機構の抜本的な改革、再編に向け、行政のスリム化を進める」と加筆し

ている。 

29 ページの「歳出・歳入一体改革の実現」の最後のなお書きで、「基本方針 2006」

の基本姿勢を改めて確認し、歳出改革は「機械的に５年間均等に歳出削減を行うこ

とを想定したものでない」こと、「歳入改革もにらみながら、５年間の間に必要な

対応を行うという性格のものであることを確認している。 

   34  ページ「４．公務員制度改革」について。国家公務員法等の改正法案に盛り込

まれた改革内容や、「パッケージとしての改革の推進」にあたって検討すべき課題、

「労働基本権の在り方の検討」等の内容を記述している。 

   42  ページ「８．地方分権改革」の中ほどで、改革のポイントの、４．として「道

州制ビジョン」の策定を追加している。 

   44  ページ「第４章 持続的で安心できる社会の実現」の「第５に」で、「エネル

ギー政策を戦略的に推進する」旨の記述を追加している。 

   45  ページ「１．環境立国戦略」について、内容的には住宅・建築物等、各般の省

エネ施策。また、森林吸収源対策、３Ｒ、エコイノベーション等への取組みを追加
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している。 

   47  ページ「２．教育再生」について、教育再生会議の第二次報告を踏まえた内容

を追加している。 

   53  ページ「４．質の高い社会保障サービスの構築」の「（１）医療・福祉等」に

ついて、ここには医師確保のための緊急対策が書かれているわけだが、加えて、「看

護師、助産師等の確保対策」等について追記している。 

   54  ページ「（２）年金」について、社会保険庁問題への対応ということで、「年金

記録問題については、国民の不安を解消するため、迅速かつ徹底的に取り組む」と

しており、現在政府で鋭意検討している施策等を踏まえた記述となっている。 

   56  ページ「５．治安・防災、エネルギー政策等の強化」について、各般の意見を

踏まえて加筆している。 

   59  ページ「６．多様なライフスタイルを支える環境整備」について、「幼児教育

の振興」、「生涯スポーツ社会の実現」、「食育の推進」などの記述を盛り込んでいる。 

   61  ページ第５章の「２．平成 20 年度予算の方向」について、「引き続き『基本方

針 2006』にのっとり、最大限の削減を行う」としている。「（１）メリハリの効いた

予算編成」の中では、「予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分の

重点化・効率化を行う」こと、また（５）では、「行政のスリム化・効率化等」を

一層徹底すること等を追加している。 

（大田議員） 続いて、尾身議員から平成 20 年度予算編成の基本的考え方について御

説明がある。 

（尾身議員） 資料をお配りしてあるが、先般、財政制度等審議会において、「平成 20

年度予算編成の基本的考え方について」の「建議」がとりまとめられたところであ

る。 

資料１ページ。財政運営の在り方についての基本的な考え方が示されている。 

１の（１）では、ＧＤＰ比 148％もの膨大な債務を抱えて、国民全体の受益が負

担を上回る、いわゆる「中福祉－低負担」とも言うべき財政状況は、速やかに是正

する必要があるとうたわれている。 

（２）では、諸外国でも人口の高齢化は共通の課題となっており、50 年程度の長

期財政推計によって長期的な財政の安定化が検証されており、我が国もそうした取

組みを参考にすべきであるということが述べられている。 

（３）では、今後、歳出・歳入一体改革を進めていくに当たり、財政健全化目標

の実現に向けた道筋を明らかにすべきであると言われている。 

   ２では「基本方針 2006」で示された歳出改革を計画的に実施していく必要があり、

平成 20 年度予算においても、最大限の歳出削減に向けた努力を徹底する必要があ

る等の提言をいただいている。 

資料の２ページ目以降においては、各分野における歳出改革についての提言が示

されている。２ページ目上段の社会保障については、社会保障制度と財政の双方の

持続可能性を確保する観点から、医療制度改革の課題に早急に取り組む必要がある

こと。また、少子化対策については、子どもの世代に負担を先送りすることがない

よう取り組む必要があること。更に下の段の地方財政については、地方歳出を厳し

く抑制していくとともに、地域間の財政力格差の是正のため、自治体間の水平的な

財政調整制度の導入を検討すべきであること等の提言をいただいている。 

今後の財政運営に当たっては、高齢化の進展に伴う社会保障支出の増加に加えて、

少子化対策の費用、金利上昇に伴う利払費の増加圧力が極めて大きいことに留意す

る必要があると考えている。内閣府のプライマリーバランスの計算においても、少
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子化対策が盛り込まれておらず、何らかの対応を考える必要がある。また、将来に

向けては、利払費の増加にも備えることが必要であると考えている。 

今後、この建議の趣旨も踏まえて「基本方針 2007」及び歳出・歳入一体改革につ

いての検討を引き続き行っていく必要があると考えている。経済財政諮問会議にも

随時報告をしながら検討を進めてまいりたいので、よろしくお願いしたい。 

（大田議員） それでは、御自由に御意見をお願いする。 

（御手洗議員） 「基本方針 2007」の原案について、３点だけコメントさせていただき

たい。 

１点目は税制改革である。御承知のとおり、海外では、企業が魅力を感じる環境

を整備して投資を促し、それによって雇用を確保しようとする動きが加速している。

日本がこうした国々と激しいグローバル競争を勝ち抜くためには、少なくとも国際

的なイコールフッティングを確保する必要がある。また、経済成長力を高めるため

に、活力を念頭に置いた税制を是非強化していただきたい。日本経済の強みである

イノベーションを加速する必要がある。 

２点目はＷＴＯ、ＥＰＡの取組み強化である。ＷＴＯについては、たまたま先日

Ｇ８サミットに向かう直前のラミー事務局長と懇談をした。ラミー事務局長は、こ

のＧ８で年内妥結に向けて最大限の努力をすると言っていたが、Ｇ８の結果もその

とおりになったと思う。日本が今度こそＷＴＯの交渉で積極的な貢献ができるよう

に、政治的なリーダーシップを是非発揮していただくことを期待する。また、近年、

近隣国でＥＰＡ交渉が加速しているが、日本政府としてはこうした状況に強い危機

意識を持って交渉に臨んでいただきたい。特に、日本の重要輸出品目に高関税を課

しているＥＵとのＥＰＡ交渉については、日本が取り残されることのないように迅

速な対応が必要である。協定の内容についても、今後は「基本方針」にも示してい

るが、自由化率が 90％後半となるような質の高い協定を追求していただきたい。 

最後は、地方分権改革、特に道州制についてである。原案でも述べていただいて

いるとおり、道州制は「地方分権改革の総仕上げ」と考える。言い換えると、中央

への依存体質がしみついた我が国において、真の地方分権を実現するためにはこう

した大胆な改革こそが必要であると思う。現在、「道州制ビジョン懇談会」におい

て「道州制ビジョン」の検討が進められているが、そのとりまとめを待つことなく、

国の出先機関の見直しなど、できるところから是非着手をし、道州制実現に向けた

取組みを加速していただきたい。 

以上、申し上げた内容は本日提出されている「基本方針 2007」の原案に盛り込ま

れているが、その重要性にかんがみて、改めてこの３点だけ確認させていただいた。

（八代議員） 「基本方針 2007」では、成長戦略と並んで歳出・歳入一体改革が一番大

きなポイントである。その中で「『基本方針 2006』に則り、最大限の削減を行う」

ということをきちっと書き込めたことは大きなポイントであろう。これは尾身議員

から御報告があった財政制度等審議会の建議でも共通した考え方であり、今後のシ

ーリング等の面においても堅持していくことが平成 20 年度予算を考えるときの鍵

になるのではないか。 

（尾身議員） 20 ページのアジア・ゲートウェイに関して、先日港湾の 24 時間化とい

うことを申し上げた。「港湾の深夜早朝利用の推進」というところまで来ているが、

もう一声経済財政諮問会議で 24 時間化ということを出していただくと現場がしっ

かり動くと思う。是非ここで方向を出していただきたい。 

（大田議員） 前回も尾身議員から御意見をいただきこちらでも調べたが、24 時間化は

一応できるようになっている。ただ、料金が高いなどで実際には余り使われていな
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い。今はこの表現にしているが、重ねての御意見であり、事務的に文言を調整させ

ていただき、24 時間化の推進を少し入れるようにしたい。 

（尾身議員） 是非よろしくお願いする。 

（菅議員） 「平成 20 年度予算編成の基本的考え方」に関し、地方財政について意見

を申し上げたい。「技能労務職給与について地域民間給与を適切に反映すること」

となっている。これは私どもも調査をしたところ、給食員あるいは電話交換手など

の技能労務職には、一般の方の二倍程度のものもあるという事実が判明しているの

で、こういう職業も含め、きっちり対応するように頑張っていきたい。 

自治体間の水平的な財政調整制度の導入も全く同じで、是非やりたい。今まで総

務省は国と地方の関係だけを言ってきたが、これはいわゆる垂直間の調整である。

東京問題を始めとする地方間の水平的な調整については、是非努力したい。ただ、

垂直間の調整について、仕事は地方が６国が４、しかし税は４対６で逆である。私

どもとすれば当面少なくとも５対５にはしたいという意見を持っているので、是非

御理解をいただきたい。 

（丹羽議員） 「基本方針 2007」は大変よくできていると思っている。ただ１つ、31

ページにある「（６）納税者の信頼確保と公平・効率的な徴収体制の構築」につい

て、総理始め皆様方十分御留意され、もう検討を始めておられるかもしれないが、

納税者番号と社会保障番号の一本化により国民に安心をしてもらうことが大変重

要だろうと思う。再度是非お願いしたい。 

年金について様々な議論が行われているが、根本的には、年金手帳も含めた番号

の一本化により社会保障関係について国民の皆さん安心してくださいということ

を、政府としてはっきりと言っておくことが大変重要。 

したがって、ここは「検討を進める」と書いてあるが、すぐにでも打ち出してい

ただくように是非お願いしたい。 

（伊藤議員） 私も、社会保障番号と納税者番号をリンクさせることにより公平感・公

正感を醸成することが非常に重要と考える。同時に、何年何月から何年何月まで加

入していたということでなく、幾ら払ったのかを明示して、少なくともそれ以上は

戻ってくるという安心感を与えることも重要。これは「骨太の方針」の後の話には

なるが、「骨太の方針」の文章の中でそういったことも気持ちとして入っていると

いうことを、是非テークノートしておいていただきたい。 

（丹羽議員） もう一点。いつも言っているのだが、国民の中で様々な批判などが出て

いるが、内閣の広報として、安倍内閣が、戦後の溜まったほこりを一身にかぶって

掃除をしているということをおっしゃっていただく必要がある。決してこの内閣が

つくったわけではなく、戦後何十年と溜まったものが一気に出てきている。今ここ

で掃除をしなかったら窒息してしまう、この内閣はそういう仕事をしているという

ことを、どこかでどなたかが発言をしていただくということが国民に安心感を与え

る。騒ぎを起こすのではなく、今本当に掃除しているということを、是非御発言い

ただきたい。 

（伊藤議員） グローバル化改革専門調査会の報告をまとめた者として、ＥＰＡ、農業、

金融・資本市場、いずれもよく書き込まれているのでハッピーではあるが、専門調

査会報告の方がより詳しく書き込まれている。是非それも尊重される方向で、今後

の政策を行っていただきたい。 

（大田議員） それは今後、また詰めた議論を行いたい。 

次に、５月 25 日の諮問会議で、民間議員から基本方針の名称をより分かりやす

いものに改めてはどうかという御提案をいただいていたので、名称について議論さ
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せていただきたい。 

現在までの「骨太の方針」の正式名称は、「経済財政運営と構造改革に関する基

本方針」と非常に長く覚えづらい。より短く覚えやすい正式名称にしてはどうか。

「骨太の方針」という通称はマスコミが使って流布しているものなので、これはこ

れでよい。もちろん、基本方針の趣旨や対象範囲は全く変更しないが、より短く覚

えやすい正式名称にしてはどうかということで、内閣府で考えた案は「経済財政改

革の基本方針」である。 

また、安倍内閣の性格を示すような副題を付けてはどうか。「日本経済の進路と

戦略」の場合は「新たな『創造と成長』への道筋」という副題が付いている。今回

は「『美しい国』へのシナリオ」という副題を付けてはどうかと提案したい。御自

由に御議論いただきたい。 

（丹羽議員） 「『美しい国』へのシナリオ」はどうもぴんとこない。思いつきのよう

なアイデアであるが、「戦後レジームからの脱却」の方がいいのではないか。総理

もしばしばこの言葉をお使いになっているし、他には「新経済成長戦略への道」な

ど、そういう言葉の方がインプレッシブではないか。 

（伊藤議員） 「『美しい国』への」というところまではよいと思うが「シナリオ」と

言うと、我々の主体的な働きかけの意味合いが弱いので、「『美しい国』への成長戦

略」や「『美しい国』への成長加速プログラム」とか、そういう方が力強さが出て

くると思う。 

（八代議員） 伊藤議員が言われたような「成長戦略」という言葉が大事だと思うし、

同時に、「美しい国」というだけではなく「『美しい国』実現への成長戦略」など、

そういう表現の方が頭に入るのではないか。 

（尾身議員） お任せするが、原案が割合といいのではないかと思う。 

（御手洗議員） 私も、原案でいいのではないかと思う。 

（大田議員） 今日いただいた御意見を踏まえ、更に検討し、総理にお決めいただきた

いと考えている。 

（以 上） 
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