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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 8月 6日(月) 16:30～17:50 

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      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 

 

山 本   幸 三     経済産業副大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 

（２）経済の現況と今後のマクロ経済運営について 

（３）「平成 20年度予算の全体像」について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○19年後半の審議について（有識者議員提出資料） 

○日本経済の現状について（内閣府） 

○平成 19年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府） 

○福井議員提出資料 

○平成 20年度予算の全体像に向けて（有識者議員提出資料） 

 

 

 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19年第 19回） 
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(本文) 

○ 議事の紹介 

 

（報道関係者入室） 

 

（大田議員）  ただいまから、今年19回目の「経済財政諮問会議」を開催いたします。 

 

（報道関係者退室） 

 

○ 今後の諮問会議の進め方について 

（大田議員）  本日の議題ですが、初めに「今後の諮問会議の進め方について」御審

議いただき、次に「経済の現況と今後のマクロ経済運営について」、最後に「『平

成20年度予算の全体像』について」御審議いただく予定です。 

甘利議員は、国内出張のため御欠席ですので、代理として、山本経済産業副大

臣においでいただきました。よろしくお願いいたします。 

    それでは、今回は骨太とりまとめ後、最初の諮問会議ですので、民間議員から

今後の諮問会議の進め方について御提案があります。 

    では、よろしくお願いします。 

（御手洗議員）  それでは「19年後半の審議について－安倍内閣の経済財政改革の続

行・進化に向けて－」と題しますペーパーについて、御説明をさせていただきま

す。 

    今般の参議院選挙では、これまでの年金管理等の政府の姿勢に対する国民の不

信と怒りが表明され、同時に地域の経済立て直しへ向けての期待が表れたとも考

えられます。これらを受け止めた上で、改革を決して停滞させることなく、政府

や社会保障の在り方、地域経済の再建について、一層真摯な取組みを続けていく

べきであると考えます。 

    いずれにしろ、日本が置かれている尐子高齢化やグローバル化の現状を考えま

すと、成長力強化の取組みも後退させてはならない。また、財源の裏づけのない

政策は、確実に将来世代の負担増加につながり、日本経済に対する国際的な信任

も損ないかねない。国際水準を超える膨大な債務残高など、厳しい財政状況を踏

まえると、財政再建努力を加速こそすれ、決して手を緩めてはならない。 

    また、今後の審議では、誰にどのような政策の効果が及び、どのような負担を

求めるかも含めて、将来の国民生活や日本経済の選択肢をわかりやすく示してい

くことが重要になってくると思います。 

    以上を踏まえて、2007年後半の諮問会議における審議の主な柱につきましては、

我々４人の議員は以下のように考えています。 

    第１の柱は「歳出・歳入一体改革」です。歳出・歳入一体改革の具体的内容の

１つ目として、「基本方針2006」で示した歳出削減のための制度改革等の道筋を提

示し、「歳出改革を実行」をしていくことを掲げました。２つ目は「税制改革」を
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掲げました。税体系の抜本的見直しでは、社会保障改革とセットで、受益と負担

の水準について複数の選択肢を提示して審議していくことが大事であります。ま

た、国と地方の財源配分や地方税の在り方については、地方分権改革と表裏一体

を成す議論であります。３つ目は、現下の最優先課題とも言える「社会保障改革」

を掲げております。今回の選挙結果でも明らかなように、持続可能なセーフティ

ーネットがしっかり確保されている状況を国民が実感できることが重要でありま

す。このため、まず社会保障番号の役割や機能、普及の方策などについて、早急

に検討をする必要があると考えます。また、医療保険については、医療・介護サ

ービスの質向上と歳出改革の両面から議論を深める必要があると考えます。 

    本年後半の諮問会議における審議の主な柱の第２は「成長力強化」であると考

えております。成長戦略は、これから企画段階から実行段階へ移行してまいりま

す。また、改革の成果と実感を企業から家計へ、都市から地方へ広げていくよう

な形にすべきであります。具体的には、「成長力加速プログラムの実行」、「地域経

済の再建」「グローバル化改革」及び「労働市場改革」。この４つの政策を着実に

実行に移していくことです。例えば地域経済の再建であれば、地域力再生機構の

創設などを進める一方で、地方分権改革推進委員会と連携して、道州制を見据え

た地方分権の議論を深めていくべきです。また、グローバル化改革についても、

これ以上日本が国際社会から取り残されることがないように、確実な進展が求め

られます。詳しくは、ペーパーで御覧頂きたい。 

    最後に「基本方針2007」の実行に向けては、上記以外の事項についても、必要

に応じて諮問会議で議論していくべきであります。改革は、ＰＤＣＡサイクルの

ように常に見直す姿勢が大事であります。全体のフォローアップを定期的に行い、

進捗状況の検討を行うことも重要であります。 

  以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございました。それでは、自由に御議論お願いいたします。 

    山本経済産業副大臣、どうぞ。 

（山本経済産業副大臣） 地域経済の活性化や格差の固定化を防ぐ上でも、成長力強

化に向けた取組を断行して、パイを拡大していくことが不可欠だろうと考えてお

ります。一部に経済成長政策は弱者切り捨てではないか、地域が置いてきぼりに

なるのではないかといった議論もされておりますが、むしろ成長により全体のパ

イを増やして、その確かな成果が国民に分配されなければ、責任を持った政策と

は言えないと思います。今後とも、経済成長戦略をしっかり進めていくことが重

要であります。 

    また、こうした成長力強化の取組を推進するためには、タスクフォースによる

実行監視や追加策の検討とともに、経済財政諮問会議の場で新しい知恵について

も議論し、具体化していくことが重要であると考えます。 

    社会保障制度や税制改革については、複数の選択肢を提示することにより、国

民に見える形で議論が行われるようにすべきであると思います。 

    以上です。 
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（大田議員）  ほかにございますか。 

    尾身議員、どうぞ。 

（尾身議員）  本年秋以降、歳入・歳出一体改革の議論を本格的に進め、そういう中

で経済の活性化と財政再建を両立させていくことが必要であると考えております。 

    その際、まず徹底した歳出削減を行っていく。そして、その中で国際競争力と

の関係、尐子化対策、あるいは地方間の税源の偏在是正などを視野に入れながら、

歳出・歳入全体の中で抜本的な税制改革を議論していくことが基本になると考え

ております。 

    このような方針に沿いまして、今後の社会保障給付の見通しなども踏まえつつ、

幅広い意見を聞きながら、しっかりとした議論を積み重ねていくことが必要であ

ると考えております。 

（大田議員）  菅議員、どうぞ。 

（菅議員）  ２．の②にありますけれども、やはり私は、本格的な地方分権を推進す

ることは、極めて大事なことだと思っています。強い日本をつくるためには、地

方がそれぞれ責任を持って物事を行う体制を是非つくっていただきたいと思いま

す。 

    地方も歳出削減を、国と同等以上にきちっと今やらせていただいていますし、

さきの国会でこの地方公共団体の財政健全化に対する法律も成立をさせていただ

きました。その中で、やはり全国どこに行っても一定水準の行政サービスを保障

するのは国の責任でありますから、交付税総額というのは、やはり確保させてい

ただきたいと思います。それと、頑張った地方がよくなる仕組みというのを、国

としても考えていかなければいけないだろうと思っております。 

    いずれにしろ、これから予算編成だとか、あるいは税制改革の中で、そうした

地方の皆さんの声というものを私どもはしっかり受け止めて、形にしていきたい

と思っておりますので、是非御理解を賜りたいと思います。 

（大田議員）  丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員）  私は、当然この御手洗議員の発表どおりで結構でございますけれども、

ただ、公表されるときに、やはり国民にわかりやすく、できるだけ目玉をはっき

りさせて発表された方がいいと思うので、是非お願いしたいと思います。小泉総

理のとき、平成16年度には郵政の集中審議を12回やっているのです。これはすご

い目玉としてわかりやすいですね。７つの柱というのも、参議院選前に既に提示

してあるものですけれども、その中でもこれをやるんだという非常にわかりやす

い目玉のようなものを２つかそこらにして発表された方が、インプレッシブだし、

安倍政権の印象というものをきちっとインプットできるのではないかと思うので

す。だから、７つをずっとおっしゃるよりも、その方が効果的だと思いますので、

是非その発表のときに一工夫お願いしたいと思います。 

（大田議員）  民間議員の方からも、目玉はどこに比重を置くのかというのは是非御

提案いただきたいと思います。 

    ほかに、よろしいでしょうか。どうぞ。 
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（御手洗議員）  １つの目玉だと思うのが、社会保障改革なのです。社会保障番号に

ついては、もはや導入の可否を議論する段階ではない。早期導入を前提として、

具体的な作業に着手すべきだと思います。 

    その際肝心なことは、役所が個人の情報を管理するという発想ではなくて、国

民一人ひとりが自分の情報を把握して、自ら責任を持って管理するという方向の

制度設計に注力をしていくべきで、国民生活に広く根付かせる方策を検討するこ

とが、今、一番大事だと思うのです。その上で、本来国民に安心と納得感を与え

る制度を目指して、社会保障全体を総検討する必要があると考えます。国全体と

して、どの程度のサービスと負担の水準が望ましいのか。真に保護すべき者はだ

れなのかということを過去の経緯にとらわれることなく、集中的に議論すべきだ

と思うのです。これは、今、早急に取り組むべき問題ではないかと思いましたの

で、特にここだけは強調しておきたいと思います。 

（大田議員）  伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員）  目玉という話から関連して、私は是非グローバル化改革というものを

推進していただきたい。勿論、一部の産業、地域には痛みがあるかもしれないで

すけれども、広く薄く便益が国民全体に広がるものであるから、これこそまさに

政府が旗を振って、痛みを補って余りあるほどの便益があるということをきちん

と説明した上で、このグローバル化改革というのを是非推進していただきたいと

思います。やはり、タイミングというものがありますから、なるべく早くやると

いうことが非常に重要だと思います。 

（大田議員）  八代議員、どうぞ。 

（八代議員）  やはり改革を進めるというときに当たっては、私は労働市場の改革と

いうのが極めて重要だと思います。とかく、構造改革をしたから格差が広がって

いるという非常に誤解に満ちた認識が広がっている。これは逆であって、やはり

経済社会環境の変化に対応しない仕組みが残っていることが、さまざまな格差を

生んでいる大きな要因になっているということを明確化して、やはり企業間、産

業間、地域間の労働移動が円滑にできるような労働市場というものをきちっと共

通ルールに基づいてつくっていくというのも、大きな１つの柱ではないかと思っ

ております。 

（大田議員）  ほかによろしいでしょうか。 

それでは、これから諮問会議でここに掲げられたようなテーマをしっかりと議

論して形にしていきたいと思います。そのフォローアップをしっかりとやりなが

ら、掲げたことは必ずやっていくというのが安倍内閣ですので、このプログラム

の検討状況、あるいは予定については、各省にもヒアリング、調査をさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

    それから、御提案のあった焦点を絞って目玉をはっきりさせながらというのは、

また民間議員からも御提案いただいて、今後御相談しながら進めていきたいと思

います。 

    総理から何かございますか。 
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（安倍議長）  今回の参議院選挙は、大変厳しい結果でありました。私も反省すべき

点は反省をしながら、しかし、この困難な状況の中にありますが、政策をしっか

りと実行していくことによって、責任を果たしていかなければいけないと決意を

しているところでございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

    今後の諮問会議の進め方でございますが、高齢化に打ち勝って、生活を豊かに

していくためには、経済を成長させるための改革を停滞させないことがどうして

も必要であると思います。「骨太の方針2007」にとりまとめた政策をきちんと実行

していかなければならないと思います。 

    また、底上げ戦略や地域経済のための政策を充実させることで、生活や地域に

豊かさを広げていくことが必要です。経済財政諮問会議は、これからも改革のエ

ンジンとして、引き続き議論をリードしていただきたいと思いますので、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す。 

   

○ 経済の現況と今後のマクロ経済運営について 

（大田議員） それでは、次の議題に移りたいと思います。今日から予算編成の議論

に入りますけれども、予算編成に先立ちまして、日本経済の現状と今後の見通し

を押さえるという趣旨で、これから３つの御報告をさせていただきます。 

    １つ目は、日本経済の現状を押さえるという意味で「経済財政白書」の分析を

御紹介いたします。 

    ２つ目に、今年度の経済動向については年の初めに見通しを立てておりますけ

れども、それを踏まえて、年の半ばでもう一度年央改定をしております。 

    ３つ目に、予算は来年度の予算になりますので、来年度のマクロ経済をどう想

定するかということについて推計をいたしましたので、御報告させていただきま

す。 

    その後、福井議員から日銀の展望レポートの中間評価報告について、御説明を

いただきたいと思います。 

    では、まず高橋統括官からお願いします。 

（高橋内閣府政策統括官）  それでは「日本経済の現状について」と題しました、横

置きのペーパーの１ページ目でございます。マクロ経済全体でございますが、2006

年度につきましても、成長率は若干低下いたしましたが、民需主導の成長が続き

ました。左側の図でございますが、ピンクの部分が民需でございます。ただし、

足元で見ますと、若干生産が横ばいになっております。これは自動車の対米輸出

の減尐、あるいはＩＴ関連財の在庫調整が進んでいるところが原因でございます。 

    ２ページ目をご覧いただきたいと思います。足元の経済につきまして、１つの

問題は、賃金の伸び悩みでございます。左側の図で、なぜ賃金が伸び悩んでいる

か。しばしばパート比率が上がっていることが指摘されますが、足下の動きを見

ますと、必ずしもそうではなく、むしろフルタイムの労働者の賃金が下がってい

るところが原因でございます。 
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    何故なのかということでございます。大企業と中小企業との差、企業部門が全

体的に慎重である。いろいろ言われていますが、幾つか考えられるものの中で大

きなものとしては、今、団塊の世代の退職時期に当たっております。彼らは全く

引退してしまうわけではございませんが、パートタイムになったり、嘱託といっ

たような形で働き続けることが多いが、それでも賃金が下がる。一方で、若い人

達、安い賃金の人達が入ってくるということで、全体として賃金の押し下げに働

いているということではないかと思われます。 

    もう一つ、最近、地方公務員とりわけ教員の給与の抑制が行われております。

右下の図では、オレンジの部分の「教育、学習支援業」の中に教員の方の給与の

部分が入っておりまして、それが押し下げに働いている。結論的には、足下の賃

金の押し下げには複数の要因が働いているということでございます。 

    ３ページ目をごらんいただきたいと思います。足下で物価は引き続き緩やかな

動きでございます。なぜ緩やかなのか。１つ各国に共通しておりますのは、財の

面での国際的な競争、グローバル競争の厳化でございます。ただし、日本と欧米

とを比較してみますと、下に図をお示ししてございますが、国内で消費されるサ

ービスに差がございます。アメリカ、ＥＵでは、サービス価格と賃金が３％程度

の同じような伸びをしております。これに対して、日本はどちらも低いわけでご

ざいます。 

    なぜなのか。それはなかなかサービス価格を上げられないからである。したが

って、賃金も上がらない。そこで所得が増えて、サービス需要が増える。そのこ

とを通じて価格が上がるようになり、賃金が上がっていく。そういった環境にな

っていくことが必要。より需要が出てくることが必要ではないかという分析でご

ざいます。 

    ４ページ目をご覧いだきたいと思います。生産性と企業行動も分析について。

左側の図をご覧いただきたいと思います。「製造業」と右側の「非製造業」を比較

してみますと、非製造業の生産性の低さが際立つわけでございますが、原因とし

ては、青い部分のいわゆる設備投資が若干製造業に対して見劣りすることと、も

う一つは、いわゆる技術革新が非製造業でなかなか進んでいないということでご

ざいます。 

    設備投資につきましては、右上の図をご覧いただきたいと思いますが、この15

年余りを見てみますと、やはり企業リストラのもとで、青い部分でお示ししてい

るように、設備投資を減尐させて、利潤を上昇させる。言わば縮小均衡型できた

わけで、まだまだそういう部門が大きいわけでございます。 

    しかしながら、一方で、一番下の赤い部分ですが、設備投資も増加し、かつ利

潤率も上がっている、自動車産業のような例もございます。これからの日本経済

を考える上では、この赤い部分をいかに大きくしていくかというところがポイン

トでございます。 

    一方、技術革新という観点ですが、ＩＴを例にとった右下の図をご覧いただき

たいと思います。日米ともにＩＴを導入しているわけでございますが、ＩＴの活
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用状況にはかなりの差がございます。日本の場合は、ＩＴを導入するにとどまっ

ている、あるいは１つのセクションの中で、ＩＴを活用するにとどまっていると

いう比率が多い。それに対して、アメリカではセクション内はもとより、企業内

全体でのＩＴの最適活用、あるいは企業を超えたＩＴの活用というところで、か

なり日本と違っております。やはり企業経営という観点から見まして、技術革新

を進めていくことにまだまだ課題が多いというのが結論でございます。 

    私からは以上でございます。 

（大田議員）  それでは、今年度と来年度のマクロ経済の動向につきまして、藤岡統

括官から御説明いたします。 

（藤岡内閣府政策統括官）  それでは、お手元の配布資料「平成19年度経済動向試算

（内閣府試算）について」及び「平成20年度マクロ経済の想定」についてをご覧

いただきたい。 

    内閣府におきまして、最新の経済指標等を踏まえまして、平成19年度の試算を

行いました。試算に当たっての前提は、１枚紙の一番下の「注３」のところに書

いてございます。１月の政府経済見通し策定時と比較いたしまして、為替レート

が円安に推移し、原油価格が上昇すると想定してございます。 

    全体像でございますが、上から２行目でございますように、世界経済は着実な

回復が続いており、国内では企業部門・家計部門ともに改善が続き、民間需要中

心の経済成長が持続することが見込まれる。 

    こうした状況を踏まえ、実質経済成長率でございますが、この表の最上段の平

成19年度の右側の今回試算のところにあるように、2.1％程度ということで、当初

見通し2.0％程度よりも0.1ポイント程度高くなってございます。 

    内訳は当初見通しとおおむね変更ございませんが、「外需寄与度」のところをご

覧いただきますと、当初見通しは0.3％程度でございましたものが、今回試算は

0.5％程度と上がってございます。海外経済の好調を反映しているということでご

ざいます。 

    なお「名目国内総生産」でございますが、2.2％程度から、今回の試算では2.1％

程度に下がってございます。故に「ＧＤＰデフレーター」は、横ばいとなってい

るわけでございます。 

    この関連でございますが、「消費者物価」のところで、当初見通し0.5％程度で

ございましたが、今回試算では0.0％程度ということで、当初見通しを下方に改定

させていただいております。これは消費者の関連需給、特に原油価格が上昇する

中で、その価格がなかなか国内の価格に反映してこないといったところが、当初

の見通しよりも、更に困難となっていることによるものです。また、賃金につき

ましても、予想より低位にとどまっています。そういうことを反映しております。 

    しかしながら、国内企業物価でございますが、国際的な需給の引き締まり等に

よりまして、石油製品や鉄鋼などの上昇幅が予想より拡大してございます。そう

いうことが見込まれることから、政府見通しを上回る1.4％程度になるものと見込

んでございます。 
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    続きまして、「平成20年度予算の全体像に向けて」の５ページ目に、「平成20年

度マクロ経済の想定」を記させていただいてございます。この資料でございます

が、予算の全体像の議論に資するために作成しているものでございます。注１で

示したような前提、仮定に基づきまして、現時点で想定できる平成20年度のマク

ロ経済の１つの姿を描いたものでございます。 

    平成20年度の我が国経済でございますが、世界経済の着実な回復が続く下、自

律的・持続的な経済成長が実現すると考えてございます。具体的には、消費につ

きまして、着実にその成果が反映されるということで、消費支出も上がってくる

ということで、実質経済成長率は2.2％程度となると見込んでございます。片や、

物価についても改善するということでございます。 

    名目経済成長率は、2.6％程度と想定をいたしてございます。結果、ＧＤＰデフ

レーターは0.4％程度の上昇でございます。 

    「３．物価」でございますが、国内企業物価は、今、原油価格、為替レートが

横ばいで推移すると想定しておりますので、石油等の上昇幅が縮小し、0.7％程度

の上昇となると見込んでございます。 

    一方、ＧＤＰギャップの改善、需給関係も改善が続いてまいります。その関係

で、消費者物価は0.5％程度の上昇になるものと見込んでございます。 

以上でございます。 

（大田議員）  それでは、福井議員から、日銀の「展望レポートの中間評価」をお願

いいたします。 

（福井議員）  縦長の資料を用意させていただいておりますが、表紙をめくっていた

だきますと、１ページだけの資料でございます。大田議員御指摘のとおり、日本

銀行では毎年４月と10月に経済・物価の先行きに関する見方を、経済・物価情勢

の展望というレポートで、我々は展望レポートというニックネームを付けていま

すが、その中で公表しております。 

    先般、４月の展望レポートが一番新しい見通しでございますが、これはお手元

の資料の下の欄「（参考）４月公表の『展望レポート』における見通し」というと

ころで、数字的に表現しております。 

    定性的に申し上げますと、この見通しというのは、物価安定が保たれた下で、

実体経済の面では生産、所得、支出の好循環メカニズムが維持されるという状況

の中で、息の長い拡大を続けるという予想になっております。 

    この表の数字をご覧いただきますと、実質成長率の見通しは、2007年度、2008

年度とも、実質２％程度です。日本経済の潜在成長能力を若干上回る安定した成

長が続くという予測を置かせていただいております。 

    物価の面では、国内企業物価指数と消費者物価指数とをながめておりますが、

国内企業物価指数は１％弱の伸びとなる見通し。消費者物価指数は前年比のプラ

ス幅が次第に拡大して、2007年度はごく小幅のプラス。2008年度は０％台半ばの

伸び率というふうに、消費者物価指数も極めて安定した状況が続くという見通し

を、この４月に出しております。 



 
平成 19年第 19回 議事録 

 

 10 

    そして、３月経ったところで中間評価を行うことになっておりまして、先般７

月11日、12日の金融政策決定会合で行いました。中間評価を行いましたところ、

その内容はお手元資料の上の四角の中に書いております。 

    まず「実体経済」の方でありますけれども、４月の展望レポートで示した経済・

物価情勢の見通しにおおむね沿って推移すると予想いたしました。つまり、４月

の展望レポートを変更しないということであります。 

    「物価面」では、国内企業物価が原油及び国際商品市況の高騰などを背景とい

たしまして、下の表にあるように、2007年度の見通しは、ひし形の四角の中が政

策委員の大勢見通しの中央値でありますが、プラス0.7％となっており、これに比

べますと、かなり上ぶれると見通しました。 

    一方、2008年度の国内企業物価指数の上昇率は、ここではプラス1.0％となって

おりますが、これはこのとおりの見通しになるだろうと予想しています。 

    右端の消費者物価指数でありますが、これは2007年度、2008年度、見通しにお

おむね沿って推移すると見込まれると再評価をいたしました。 

    したがいまして、４月時点での見通しは、現時点でもおおむね変わっていない。

端的に言えば、そういうことでございます。 

    そして、この数字は先刻御説明のございました、政府の内閣府試算及びマクロ

経済の想定とおおむね整合的であると私どもは考えております。 

    今後とも、あらゆる経済指標及び情報を丹念に点検していくことで、経済物価

情勢をしっかりと見極めてまいります。物価安定の下で、持続的成長が実現でき

るよう、適切な金融政策運営に引き続き努めてまいりたいと考えています。 

    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、自由に御議論ください。では、まず八代議員、どうぞ。 

（八代議員）  ありがとうございました。 

    福井議員に１点確認させていただきたい。先ほど内閣府から説明がありました

ように、消費者物価につきましては、１月の政府見通しを下方に修正しておりま

す。日銀の方も７月の見通しは４月の見通しにおおむね沿って推移しているとお

っしゃったわけですが、４月の見通し自体は、実は昨年10月の見通しに比べて下

方に改定されており、その改定されたまま推移している。その意味でも、政府、

日銀ともに、やはり消費者物価の改善というのが下ぶれしているという認識には

変わりがないわけですが、なぜ下ぶれになっているのか、それがいつまでも続い

ている要因についてどのようにお考えになるか教えていただければと思います。 

    以上でございます。 

（大田議員）  では、お願いします。 

（福井議員）  一言で言えば、フィリップスカーブのフラット化が一段と確認されて

いるということだと思います。グローバル化の進展の下で、やはり国境を越えた

企業間競争がますます熾烈になっておりまして、日本の企業も海外の企業も一方

で生産性向上に一段と力を入れている。その一方で、固定費の抑制努力を続けて
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いる。固定費の中の大きな要素が人件費でございます。一方で生産性を上げなが

ら、人件費抑制努力が続けられている。 

    日本の場合には、既に失業率が３％台にまで下がっておりますけれども、そう

した需給がタイトな中にありましても、労働者側も過去10年間の苦しい経験を踏

まえて、引き続き、賃金獲得よりも雇用の安定確保というマインドが強い。こう

いう雰囲気の中で、そういうフィリップスカーブのフラット化が実現していると

いうことだろうと思います。 

    国際的にほぼ共通の現象でありますので、日本だけがこのフィリップスカーブ

が急激に立つというふうには考えておりませんけれども、日本の場合、潜在成長

能力を幾ばくか上回る成長が今後とも安定的に続くという見通しであり、我々は

それが続くような金融政策をやっていこうということでありますので、設備の面

でも労働の面でも需給は、尐しずつよりタイト化していくということでございま

す。物価の急激な上昇は全く予見できないと思いますが、物価の基調は次第に固

まっていくという判断をいたしております。 

（大田議員）  それでは、山本副大臣、どうぞ。 

（山本経済産業副大臣）  実質成長率が伸びることは、大変結構だと思うのですが、

逆に名目成長率が下がるのは非常に問題だと考えます。これはデフレが続いてい

る、あるいはより下方に行きつつあるということで、極めて大きな問題だと思い

ます。そのことが、賃金上昇がなかなか進まない要因ではないかと思っています。 

    もともと日銀は去年の３月に量的緩和解除したときには、将来的にはＣＰＩは

マイナスにならないという見通しが条件だったわけですから、これはある意味で

見通しを誤ったというふうに考えるべきだと思います。 

    そういう意味で、我々がちょっと心配しているのは、中小企業景況調査という

のをやっているのですが、中小企業の動きが、昨年の初めをピークに、むしろ最

近ずっと下がり出している。このことが、今回の選挙でも地域、中小企業の方々

が、非常に反発を起こしたことにつながっているのではないかと思います。 

    そういう意味で、消費者物価ゼロとか、ＧＤＰデフレーターゼロとか言ってい

ますが、ＧＤＰデフレーターをゼロにするのは大変ではないでしょうか。これか

らプラスにして平均でゼロにするのも、消費者物価ゼロ、あるいは0.1というのは、

バイアスから考えればマイナスです。１日も早くデフレは解消するのだというこ

とがなければ、我々が考えているような成長戦略には成り得ないと思いますので、    

是非よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員）  先ほどから八代議員も発言されたように、消費者物価の見通しの下方

修正が行われたということが１点。 

    それから、昨年の10月から今年の４月にかけての展望レポートについて下方修

正が行われて、政府の方は今回行われたということです。ただ、それにさかのぼ

ること2006年度の見通しと実績ということを考えると、2006年４月、10月の展望

レポートで実質ＧＤＰの成長率は、中央値で見て2.4％と予想していたのが、その
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下限を下回って2.1％だった。あるいはＣＰＩのコアで見ても、10月の時点で0.3％

だと思っていたのが、年度が終わってみると0.1％であったということからわかる

ように、2006年度については両方とも実績の方が下回った。つまり、物価もそん

なに上がらなかったけれども、実質ＧＤＰもそれほど上がらなかったということ

で、成長率もインフレ率も予想より下に振れた。ということは、説明として実質

成長率が潜在成長率を超えているのだけれども、物価がなかなか上がらないとい

うことではなくて、実はショックというのは需要側にあったのではないかという

こと。つまり潜在成長率は結構高いのだけれども、実質成長率がそこまで到達し

ていないので、物価はやはり上がらなかったということではないか。 

    それから、通常のフィリップスカーブなのだけれども、潜在成長率の予想を見

誤ったのではないかという疑問がある。そうすると、今年度の予想についても、

大体2.1％という予想、実質ＧＤＰの成長率というのは、ここまで維持されてきて、

下方修正はないのですけれども、ＣＰＩのコアの方が、昨年の10月から今年の４

月にかけて下方修正されたということは、ひょっとしたら潜在成長率を上回った

成長をしていたわけではないのではないかという疑問が出てくる。その辺りの説

明を伺いたいという点が第１点です。 

    第２点目は、そのとき政策はどうあるべきか。それからこれは一番最初に言う

べきことだったのですけれども、前にもお話したように、ここの場は金融政策の

手段について議論する場ではありませんので、金融政策の枠組み、あるいは政府

と日銀が共有する基本的な視点について議論しているということはお断わりして

おきます。具体的な手段、つまり政策金利の調整の是非、あるいは時期について

議論するつもりは全くありません。ただ、過去の説明について、実際に想定とど

こがずれたのだろうかということをもう一度お尋ねしたいと思います。 

    それから、展望レポートの中で、注があって、そこで各政策委員は、政策金利

について、市場金利に織り込まれたと見られる市場参加者の予想を参考としつつ

見通しを作成している。つまりマーケットの金利が上がると思っていたら金利を

上げるということを予想の前提に置いた上で数字を出されているわけですから、

市場に織り込まれていることは、政策としてそれをフォローしても見通しは変わ

るものではないという理解だと思うのです。 

    そうすると、今後の予想についても、当然市場参加者の予想は参考にされて、

こういった見通しを出されていると思うのですが、恐らく逆に市場参加者にとっ

ては、本当にどういうことが政策委員の頭の中に織り込まれているのだろうかと

いう疑問がある。 

    それから、実際に何を目標として日本銀行が政策を決定しているのだろうかと

いう説明責任が残ると思うのです。 

    したがって、なるべく市場参加者にとってわかりやすいロジックを使って、金

融政策を説明していただきたいと思います。 

    ２番目の方は希望で、前者の方は質問です。 

（大田議員）  それでは、福井議員、山本副大臣と伊藤議員お二人の御指摘も踏まえ
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てお願いいたします。 

（福井議員）  2006年度は、成長率に関しましては、振り返ってみまして、実質成長

率を多尐下方修正いたしましたけれども、そのほとんどの部分は、実は2005年度

の経済成長率の実績が、政府の方におきまして事後的に大幅な下方改定がなされ

ました。したがいまして、2005年度から2006年度への、我々はゲタと言うのです

が、要するにゲタが下がって、その部分が下方修正のほとんどの理由であって、

2006年度のラップタイムとしての成長速度はほぼ予想どおりであったと理解して

いただきたいと思います。 

    ＣＰＩでございますが、生鮮食品を除くＣＰＩということであります。原油価

格といいますか、石油関連製品を除いていないＣＰＩのベースでございまして、

昨年の夏以降は、原油価格が下がった影響を受けております。最近また上がって

おりますが、そういうふうに原油価格の要因によってＣＰＩがある程度振れてい

るということがあると思います。 

    しかし、それだけがすべてではなくて、やはり受給タイト化の割にサービス価

格を含め、ＣＰＩの基礎的な上昇圧力が、我々の予想に比べて尐し弱い。それは

認める状況でございます。 

    そのことは、今の４月の展望レポートの見通しの中には織り込んだ見通しにな

っているということでございます。 

（大田議員）  よろしいでしょうか。丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員）  私の感覚的なものかもしれませんけれども、民間の設備投資の実質の

伸び率にやや違和感がある。2003年から見ますと４年連続で６％近辺でずっと来

ているのです。 

    それに対して、依然として企業が慎重ということで、内閣府のメモではかなり

低めに抑えておられるのですけれども、これはちょっと違和感があるのだが、い

かがなものかという質問です。 

（大田議員）  それは数字が低めに抑えられているということですか。 

（丹羽議員）  そうですね。これは内閣府の数字を見てもそうですね。 

（大田議員）  平成19年ですか。 

（丹羽議員）  はい。平成19年度は3.8％、18年度は7.9％ですね。その前年は5.8％、

6.3％、6.1％と結構堅調に推移してきている。 

（大田議員）  どうぞ。 

（藤岡内閣府政策統括官）  お尋ねの件は、堅調に推移してきているから。 

（丹羽議員）  我々の感覚から言うと、もう尐し高いのではないかという感じがする

のです。 

（藤岡内閣府政策統括官）  これはまさに全体、中小企業も含めてのデータでござい

ますので、確かに大企業、好調な企業もございますが、全体をならしてみるとこ

の数字ということでございます。 

（丹羽議員）  ちょっと抑えめではないかという気がするのです。 

    もう一つ、現金給与総額で言いますと、賃金の下落というのが、これは内閣府
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で調べてもらったら、30人以下の中小・零細企業、これのウェートが全体の42％

を占めるのですが、これがマイナス２％なのです。これがものすごく足を引っ張

っているのです。だから、寄与度で言うと、マイナス0.84％になるのです。大企

業というのは2.2％上がっているが、ウェートが９％ぐらいしかないから、寄与度

が0.2％ぐらいしかない。だから、中小・零細の30人以下の企業の賃金がぐっと足

を引っ張っていることになるのです。 

    だから、安定的に賃金上昇が実現する下でサービス業が上昇すれば、全体的に

物価が安定的に上昇するのではないかという予測は、どうかという感じもちょっ

とします。というのは、確かにマクロ的に見れば言えるけれども、中小・零細企

業のウェートを考えると、物価上昇に与える影響というのは、どうかという気が

するのです。 

（藤岡内閣府政策統括官）  基本的に物価上昇、賃金上昇に与える影響と申しますの

は、需給ギャップが物価の方に効いてくるだろうということでございます。そう

いうことで、大企業の賃金上昇が、サービス業を中心といたします中小企業の方

に波及いたします。労働受給もタイトになってまいります。その影響によって賃

金も上昇してくるという仮定を描いてございます。 

（大田議員）  ほかによろしいでしょうか。 

    それでは、内閣府としましても、マクロ経済の運営をしっかりと考えつつ、引

き続き的確な分析と説明責任を果たしていきたいと思います。日本銀行も御尽力

いただいておりますけれども、今日の議論も踏まえ、伊藤議員からの御意見も踏

まえて、説明責任というものを、内閣府、日銀ともにしっかりと果たしていきた

いと思います。 

 

○ 「平成20年度予算の全体像」について  

（大田議員）それでは、このマクロ経済の動きというものを踏まえて、来年度予算の

審議に入らせていただきます。 

    初めに、予算の全体像につきまして、民間議員から御提案をいただきます。 

    まず、八代先生、お願いします。 

（八代議員）  それでは、民間議員４人によります「平成20年度予算の全体像に向け

て」という紙を御説明させていただきます。 

    「１．平成20年度予算編成に向けて」ということでございます。平成20年度予

算は改革を遂行するという新たな決意の下で、その影の部分にも配慮し、国民の

期待にしっかりと応える予算としなければいけない。以下のような点を重視して、

厳しい概算要求基準を設定し、歳出改革を揺ぎなく進めていくべきであると考え

ます。歳出・歳入の一体改革実現の前提は、徹底した歳出削減である。国・地方

を通じ、引き続き「基本方針2006」に則り、最大限の削減を行うべきであると考

えます。「基本方針2007」に示した政策課題に的確に応えた予算編成とすることが

大事である。このためにも、やはり効率化を徹底し、地方や国民各層に経済成長

の成果が行き渡るよう、分野内及び分野間の双方で一層のメリハリをつけるため
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の取組を行う。これは、言うまでもなく「新たに必要な歳出を行う際には、原則

として他の経費の削減で対応する」という「予算編成の原則」を遵守し、規律あ

る財政運営を行う必要があると考える。 

    「２．経済・財政の現状・見通し」について。既に説明があったところなので

省略いたしますが、平成20年度においては、物価の安定の下で、自律的・持続的

な経済成長が実現することを前提にしております。 

    そうした中でも、財政状況は依然厳しいわけでありまして、国・地方を合わせ

た基礎的財政収支の赤字は、本年１月の見通しと同様、ＧＤＰ比で1.7％程度にな

ったものと見込まれます。また、利払い費を含む財政収支はＧＤＰ比3.1％程度の

大幅な赤字、ストック面でも政府債務残高ＧＤＰは142％程度と、主要先進国の中

では非常に悪化した状況である。これは、よく言われますが、仮に日本がヨーロ

ッパにあればユーロに加入させてもらえないという、非常に厳しい状況である。 

    中期的な経済財政の展望というのは、本年１月から余り大きな変化はないとみ

られる。 

以上のように、民間需要主導で景気回復が続く見込みであるということ、財政

状況は依然として厳しいということを踏まえると、平成20年度についても、財政

健全化に向けた取組を継続し、歳出全般にわたって最大限の削減を行うことは必

要不可欠であると考えます。 

    「３．具体的な20年度予算の骨格」でありますが、公共投資につきましては、

地方の自立・活性化、成長力強化、防災・減災等による安全・安心の確保等の観

点から、真に必要な公共投資を選別するとともに、入札談合の廃絶、コスト縮減

などを通じて、更なる重点化・効率化を推進する。その結果、名目で対前年度比

３％の削減を行う必要があるかと考える。同時に、本年中に策定される道路整備

計画については、「基本方針2007」における公共投資改革の考え方及び「道路特定

財源の見直しに関する具体策」に沿って策定する必要があります。 

    社会保障については、既に議論がありましたように、年金管理等に対する国民

の不信感を払拭するように期限を設け取り組む。これにより新たに必要となる費

用については、追加的な国民負担が生じないように対応する必要があります。ま

た、先ほど御手洗議員から指摘されましたように、国民が自らの給付と負担の情

報等を容易に入手・管理できる仕組み（社会保障カード（仮称）等）の導入を是

非検討するべきである。医療・福祉等については、メリハリを効かせつつ、医師

確保対策など、国民のニーズに応えた質の高いサービスを安定的に提供すべく取

り組む。同時に、診療報酬の見直しを図り、包括払いも含めて、「医療・介護サー

ビスの質向上・効率化プログラム」に定めた目標の実現に向けて、実効性のある

改革の取組を進め、平成20年度予算から順次反映させる必要があります。これに

より、国の一般会計ベースで2,200億円、国・地方を合わせて3,200億円程度の抑

制を行う。「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を踏まえて、平成

19年内に「基本方針2006」を達成するための道筋を示す必要があります。 

    公務員人件費についても、国・地方とも５年間で5.7％以上の定員純減を行う。
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国の出先機関の大胆な見直しを行うなど、国と地方の業務の重複をなくし、効率

化することによって、定員のさらなる縮減を目指す。これによって「基本方針2006」

に示された「既に決まっている改革」（５年間で１兆円程度）に加え、「更なる改

革」を進めて、国・地方合わせて0.5 兆円強を上回る削減を行う必要があります。 

    地方財政につきましても、先ほど丹羽議員から御指摘がありましたように、歳

出全般にわたって最大限の削減を行うとともに、安定的な財政運営に必要となる

地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保しつつ「基本方針2006」で示され

た方針に従って地方交付税について適切に対処する。道州制を視野に入れた真の

地方分権に向け、国と地方の役割分担等についての検討を進めるとともに、国庫

補助負担金、地方交付税、税源配分の一体的な改革に向け地方債を含め検討し、

可能なものは平成20年度予算に反映する必要があります。 

    最後に「４．税制の抜本的改革に向けて」であります。これは、経済財政諮問

会議、税制調査会等を中心に税制改革の本格的な議論を行い、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。その際、以下の観点が非常に重要で

あります。 

    第１は、税体系全体の在り方でありまして、税制調査会に対する総理の諮問や

「基本方針2007」における「実現すべき６つの柱」を踏まえつつ、税体系全体の

在り方についての検討を行います。 

 ｉ）イノベーションとオープンな経済システムによる経済成長の加速 

 ii）多様なライフスタイルや経済活動の確保 

 iii）世代間・世代内の公平の確保 

 iv）税と社会保障の一体的設計による持続可能で安心できる仕組みの構築 

 ｖ）真の地方分権の確立 

 vi）納税者の信頼確保と公平・効率的な徴収体制の構築 

    第２は、社会保障や尐子化対策などについて、先ほど山本副大臣も強調されま

したように、複数の選択肢を設ける必要がある。「基本方針2007」では、「こうし

た歳出改革の取組を行って、なお対応し切れない社会保障や尐子化などに伴う負

担増に対しては、安定財源を確保し、将来世代への負担の先送りは行わない」と

している。社会保障や尐子化対策などについては、経済財政諮問会議を中心に、

複数の選択肢を明らかにしつつ、歳出・歳入の両面から検討を進める必要がある

かと思います。その際、基礎年金国庫負担割合引上げ分を含む社会保障の安定財

源の確保や、2010年代半ばに向けた財政健全化について十分考慮する。 

    以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

    この「予算の全体像」と中期的な財政健全化の整合性を点検するために、「進路

と戦略」で行いました参考試算の改定を行いましたので、内閣府の齋藤室長から

御説明いたします。 

（齋藤内閣府計量分析室長）  それでは、引き続きまして、2011年度までの経済財政

の中期展望に関する試算結果について御説明を申し上げます。民間議員ペーパー
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「平成20年度予算の全体像に向けて」の６ページ、７ページをご覧ください。 

    「日本経済の進路と戦略」あるいは「基本方針2007」におきましては、財政健

全化の中期目標を着実に達成していくとの観点から、各年度の予算が中期目標と

整合的であるかどうかを「予算の全体像」策定時などにおいて確認することとさ

れております。 

    今回、御報告いたしますのは、こうしたことを受けまして、本年１月に御報告

した「進路と戦略」参考試算を、最新のデータや情報を織り込んだ上で、計量モ

デルを用いて改定を行った結果であります。 

    試算におきましては、四角の枠の中に書いておりますように、まず、新たに公

表になりました平成18年度の国の一般会計や地方税収についての決算値などを織

り込みましたほか、先に御説明申し上げました平成19年度経済動向試算、平成20

年度マクロ経済の想定の経済成長率などを反映させております。その上で、2009

年度以降につきましては、１月の試算と同様に２つのシナリオについて試算をし

ております。すなわち、我が国の潜在成長力を高めるための政策の効果が十分に

発現し、かつ世界経済も堅調に推移した姿を想定した新成長経済移行シナリオと、

政策の効果が十分発現されず、世界経済の減速など、外的も厳しいものとなった

姿を想定いたしました成長制約シナリオ、この２つのシナリオでございます。ま

た、財政につきましては、「基本方針2006」別表において示されました、５年間で

14.3兆円の歳出削減の考え方に対応するケースについて試算を行いました。これ

を６ページにお示ししてございます。これに対しまして、11.4兆円の歳出削減の

考え方に対応するケースにつきましては、７ページに参考ケースとしてお示しし

ているとおりでございます。 

そこで、試算結果をごらんいただきます。まず、６ページの図、「①実質成長率」

でございますが、これを見ますと、移行シナリオにおきまして、足下の好調な実

績等を踏まえ、2011年度に2.7％程度まで成長率が高まる姿が描かれております。

１月の試算では、2011年度は2.5％程度でございましたので、これを0.2％ポイン

ト程度上回る結果となっております。他方、制約シナリオにおきましては、2011

年度に1.2％程度まで低下する姿になっております。 

    隣の「ＧＤＰデフレーター上昇率」でございますが、2006年度の実績値あるい

は2007年度の値が政府経済見通しを下回ったことによりまして、全体として下方

に改定されておりまして、移行シナリオでは2011年度に1.0％程度となっておりま

す。１月の試算では、2011年度に1.3％程度となっておりましたので、これに比べ

て0.3％ポイント程度低い上昇率となっております。他方、制約シナリオでは、

0.7％程度と試算されております。 

    この実質成長率とＧＤＰデフレーター上昇率を合わせたものが、左下の「③名

目成長率」の姿であります。移行シナリオにおきましては、実質成長率が上方改

定、物価上昇率が下方改定されたことによりまして、結果として１月時点よりも

若干の下方改定がなされ、2011年度において、１月の試算の3.9％程度から0.2％

ポイント程度低い3.7％程度となっております。制約シナリオでは、2011年度に
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1.9％程度まで低下する姿となっております。 

    こうした経済の姿と整合的な財政の姿といたしまして、「④国と地方の基礎的財

政収支（ＧＤＰ比）」に示されている。平成18年度の一般会計決算におきまして、

税収が補正後予算よりも1.4 兆円程度減収となりましたことを踏まえまして、平

成19年度の一般会計税収についても、当初予算よりも同額、減尐した姿を想定し

ております。その結果といたしまして、同年度の基礎的財政収支は、ＧＤＰ比0.6％

程度の赤字から0.9％程度の赤字に赤字幅が拡大しております。その後、移行シナ

リオにおきましては、2009年度に基礎年金国庫負担割合の２分の１の引き上げが

想定されているため、一時的に悪化いたしますが、基礎的財政収支は緩やかに改

善いたしまして、2011年度にはＧＤＰ比0.0％程度となってございます。１月の試

算時点では、0.2％程度の黒字と試算されておりましたので、若干の下方修正とは

なっておりますが、黒字化が達成されるという姿は変わっておりません。なお、

成長率の低い制約シナリオにおいては、2011年度においても0.5％程度の基礎的財

政収支赤字が残る姿となっております。 

    ７ページでございますが、参考ケースといたしまして、2008年度以降、歳出削

減幅がより小さい11.4兆円の削減にとどまった場合の経済財政の展望についてお

示ししてございます。 

    経済成長率等につきましては、歳出削減が小さい分、わずかに前ページの姿を

上回るものとなっておりますが、国・地方の基礎的財政収支、④の図でございま

すが、これは歳出削減が小さい分、前ページよりも財政収支が悪化いたしまして、

移行シナリオでは2011年度でもＧＤＰ比0.4％程度の赤字、制約シナリオでは

0.9％程度の赤字が残るという試算結果となっております。 

以上、今回の試算結果を見ますと、成長力強化のための政策の効果が十分に発

揮されて、比較的高い成長が実現でき、かつ５年間で14.3兆円の歳出削減が着実

に実行される場合には、歳出改革だけで国・地方を合わせた基礎的財政収支が黒

字化する可能性がございますが、他方、低い成長にとどまったり、あるいは歳出

削減が小幅にとどまったりした場合には、赤字が残ってしまうという結果になっ

ております。このような姿は、基本的に１月の試算でお示しした姿と大きな違い

はございません。 

    私からの御説明は以上でございます。 

（大田議員）  それでは、自由に御議論をお願いいたします。 

    山本副大臣、どうぞ。 

（山本経済産業副大臣）  これまでの歳出・歳入一体改革路線を堅持するかどうかは、

改革続行の試金石でございますので、来年度予算編成においても不動とすべきで

ございます。総理が最大限の歳出削減を指示されたことは、不退転の決意で改革

続行を行うことを表明されたものであり、大変大きな意味を持つものと考えてお

ります。 

    他方、予算の中身についての質の向上も極めて重要でありまして、昨年の経済

成長戦略推進要望と類似の仕組みを、昨年を上回る規模で行うことは改革続行の
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ために不可欠のことと考えております。 

    成長力と安心力強化に向け、メリハリを効かせた予算の質の向上のために経済

産業省も全力で貢献していきたいと考えております。 

    以上です。 

（大田議員）  尾身議員、どうぞ。 

（尾身議員）  ただいま民間議員から説明のありました試算によりますと、歳出改革

を徹底して、かつ経済環境に相当な好条件が整っても、2011年度でようやく国及

び地方合計のプライマリーバランスが均衡するかどうかということになっており

まして、財政の健全化について、とても楽観できる状況にはないと考えておりま

す。 

    こうした中で、来年度の予算につきましては、かねてからこの会議において総

理から御指示のありましたとおり、改革の方向性は変わらないという方針の下で、

歳出の全般にわたってこれまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることな

く、「基本方針2007」にのっとり最大限の削減を行う必要があると考えております。

このため、概算要求の基準につきましても、平成19年度と同様の基準を基本的に

は取っていきたいと考えております。 

    また、「基本方針2007」を踏まえまして、予算配分のさらなる重点化、効率化を

行って、メリハリの効いた予算とするため、要求・要望につきまして、従来から

重点化としておりました成長力の強化という項目に加えまして、地域活性化ある

いは環境立国戦略、教育再生などに重点化を行うように調整をしていきたいと考

えております。このような考え方を踏まえまして、概算要求基準につきましても、

今後、調整してまいりたいと考えております。 

    特に、地域によってかなりばらつきがありまして、特に地方が極めて厳しいと

いう状況にあります。今回の選挙でも、私はあちらこちら回っておりますが、例

えば九州の中部あるいは北陸の日本海側などにおいて、特に地方で、高規格幹線

道路をつくってほしい、道路があれば産業も育つし、誘致もできるけれども、道

路がないためにこれができないという悲鳴が各地で上がっております。 

    もう一つは、地方公共団体の財政が致命的に悪くなってきておりまして、これ

についても非常に厳しい悲鳴が上がっているというのが実情であると考えており

ます。これらの点については、また、菅議員とも相談をしながら配慮をしていか

なければならないと考えているわけでございます。 

    それと同時に、中小企業の活力を生かしていかなければいけませんし、あるい

は技術革新、イノベーション等についても、しっかりと対応していかなければな

らないと考えております。 

    民間議員のペーパーにおきましては、税制改革について書かれておりますが、

歳出改革に徹底的に取り組むとともに、基礎年金の国庫負担割合の引き上げのた

めの財源を含めまして、社会保障給付や尐子化対策に要する費用の見通しも踏ま

えつつ、安定的な財源を確保することが必要であると考えております。税制改革

については、今般の民間議員による試算の見直しで示されているような財政状況
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や今後の社会保障給付の見通し等も踏まえまして、歳入・歳出一体改革の実現に

向けて、幅広い意見を聞きながら、消費税を含む税制の抜本的改革について骨太

な議論を行っていく必要があると考えております。 

（大田議員）  菅議員、どうぞ。 

（菅議員）  先ほども申し上げましたし、今、尾身議員から言及いただきましたが、

まさに私自身も改革の方針、基本方向というのは絶対に変えてはならないと思っ

ております。そういう中で重点項目に地域活性化の話をいただきました。 

    私も地方を回ってみると、やはり地域によって極端に差があるということであ

ります。全国網羅的なものではなくて、やはりメリハリを付けた予算編成という

ものが極めて大事だと思っております。そうしたことを是非十分配慮いただきた

いと思います。 

    以上です。 

（大田議員）  では、丹羽議員、伊藤議員、どうぞ。 

（丹羽議員）  私は、「予算の全体像」に向けては、予算編成の原則を遵守するという

ことは勿論非常に高く評価されるものだと思うのです。１つだけお願いがあるの

は、メリハリを付けるというとき、メリの方は大体マイナス３％断行するのだと

いうことでいいのですが、ハリの方について、今、尾身議員がおっしゃったよう

に、重点化促進枠というのが昨年は何百億かありましたね。私は安倍議長の口か

ら、こういうところに対して重点化促進をやっていくのだと、ハリの部分を打ち

出してもらって、例えば地域の中小企業に支援するのだとか、何らかの部分を、

やはり議長の言葉で打ち出してもらった方が、私は国民に対する政権のインパク

トからいってもあるだろうと思います。結果的に何百億か出ると思うのですけれ

ども、金額は別として、メリの方は当然おっしゃるわけだから、ハリの方も、お

っしゃった方がいいのではないかと思います。 

（大田議員）  今、議長は４分野、すなわち成長力、それから地域活性化、環境、教

育と重点分野をお挙げになっているのですが、更に細かくという御意見ですか。 

（丹羽議員）  重点促進枠というのがありますから、そういうハリは、ある一定の金

額を出すということだと思うのです。金額を出す分野を尐しおっしゃった方がい

いと思います。 

（大田議員） 伊藤議員、それから御手洗議員、お願いします。 

（伊藤議員）  この試算結果のグラフでありますけれども、これは「進路と戦略」の

ときにも私は申し上げたのですけれども、それぞれのシナリオについて、モデル

でいろいろな不確実性を入れると幅があるはずですから、その幅を示すような試

算を次回は出していただきたい。 

    その幅の中には、これはアメリカ経済のリスクであるとか、地方経済のリスク、

原油のリスク、そういうものがあると思うのです。改革はするのだけれども、そ

れぞれのシナリオについてそういった外的なリスクがあるはずですから、信頼区

間のようなものを出してほしい。それぞれの幅の中で最悪の場合でも財政再建が

できるのだということを示していただくことが安心につながると思うのです。そ
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れが第１点。 

    第２点は、財政再建という場合に、やはりプライマリーバランスの回復という

のは、単なる一里塚でしかない。それが達成したとしてもストックとして積み上

がった債務残高ＧＤＰ比は減らないわけです。債務残高ＧＤＰ比を国際的に納得

できる水準まで減らしていくということを一里塚の次には視野に入れなければな

らない。そのためには、これだけ単にプライマリーバランスの回復だけでは十分

ではないということです。 

    更に言えば、ここで出ているようなデフレーターの上昇あるいは消費者物価の

上昇というものがそれに並行して起きるはずですけれども、ということは名目金

利は５年とか６年単位で見れば上がっていくということを当然意味していると思

うのです。ということは、プライマリーバランスではなくて、債務残高という意

味から見ると、非常に苦しい状況になってくるわけですけれども、今が絶好の好

機であって、このチャンスを逃すと、債務残高という点からいうと、金利負担が

増えてくるという苦しい状況になってくるということを我々は認識する必要があ

るのではないかと思います。 

    １点、済みません、前に話が戻るのですけれども、福井議員からの説明の中で、

フィリップスカーブのフラット化というお話があったのですが、単にフラット化

しただけであれば、失業率が下がっていっても、物価上昇には結び付かないわけ

です。そういう意味では時間的な余裕が生じるのではないか。つまり本当に潜在

成長率を上回っていて、物価上昇に結び付くのかどうかというのを見極める時間

的な余裕があるのではないかと考えるのです。単にフラット化したというのは、

非常によい状況で、ある程度成長の果実をかり取ってから対処しても、それほど

インフレが上がる心配がないということではないかと、理論的に考えるわけです

けれども、この点について、どのようにお考えか。つまり、下振れのリスク、上

振れのリスクを考えるバランスが違ってくるのではないかと思いますけれども、

その点、両方お願いします。 

（大田議員）  今の御指摘について、福井議員から何かございますか。 

（福井議員）  フィリップスカーブがフラット化しているというのは、需給がタイト

化しても、そうではない場合に比べて物価上昇が起こりにくいということですの

で、したがいまして、我々はそれを十分認識した上で、金利水準の調整は今後の

経済物価状況の改善のペースに合わせて徐々に行う、つまりゆっくり行う。その

時間的余裕を十分活用しながらやるということを申し上げているので、それ以上

に遅らせた場合には、経済物価の実勢に合わせて金融政策はやらないんだなとい

う感覚が逆に広まって、資源再配分機能をゆがめる。そのリスクを避けながらや

っていく。したがいまして、時間的な余裕は十分活用いたしますけれども、あく

までフォアードルッキングな判断を抜きにしては結果的に間違う、ということを

申し上げているわけです。 

（大田議員）  御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員）  今、ちょうど我が国の改革路線に対して、諸外国の市場がやや不透
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明感を抱きつつあるように思います。ですから、今こそ財政規律を緩めずに、歳

出改革を全うするんだという強力なメッセージを発するべきだと思います。特に、

今回の内閣府試算によりますと、本年１月時点の試算と比べて、プライマリーバ

ランスの見通しが下方修正されております。ゼロというのは、プラスかもしれま

せんけれども、それでも下方修正されていることは事実でございます。 

    これは、一層の歳出改革の努力が必要になってきているという何よりの証拠で

ありますが、そのために、まず、最大の歳出項目である社会保障、特に公的医療

保険について、来年の予算だけではなくて、2011年度までの歳出削減目標を裏づ

ける制度改革を早急に具体化していく必要があると思います。 

    また、伊藤議員と尐し重複するのですが、国際水準をはるかに超えた債務残高

を抱えている状況では、一時的な経済見通しの変更で達成の可否が左右されるよ

うな目標ではなくて、より強靭な財政構造を目指した新たな財政目標を検討する

必要があるのではないかと強く思います。 

（大田議員）  ほかにございますか。どうぞ。 

（山本経済産業副大臣）  今の福井議員との議論の中で、私もフラット化するという

のは、金融政策からゆっくりやればいいということを意味していると理解してい

るのです。その中で総裁がそういうふうに考えてやるのだけれども、それをやり

過ぎた場合に起こることが心配だという話をされたのですが、これがよくわから

ないのです。一体どういうことを意味しているのかわからない。 

    つまり、我々が、あるいは普通の人、市場参加者がはっきりわかるような目標

を共有してもらわないと説明責任も果たせないし、期待も安定化しないというこ

となので、その点では是非、いずれこの経済財政諮問会議でも議論していただけ

ればありがたいと思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（丹羽議員）  税制改革について本格的な議論を行って検討をしてもらうという部分

がありますけれども、一番最後の「その際、基礎年金国庫負担」、という部分につ

いて、これは尾身議員もおっしゃいましたけれども、これは法律で決まっていて

2009年までに２分の１国庫負担ということになるわけです。現状からいうと、あ

と1,000分の135ということは、２兆5,000 億円ぐらいの財源を2009年までに確保

しなければいけない。この議論は、2009年までということは、やはり政府税調も

きちんと今年ぐらいから議論しないといけないわけです。その辺は、もう尐し強

調しておく必要があるのではないか。 

（大田議員）  １点誤解がないように付け加えておきますと、ここの中期の試算の中

には、歳出の中には国庫負担割合を引き上げるということが入った上での数字で

す。国庫負担分を３分の１から２分の１に引き上げて、なおかつこういう係数に

なるということは入っております。ただ、安定的な財源という点では、今後の議

論は当然必要だと思っています。 

    ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

    それでは、今日の議論で、来年度の予算編成に向けて徹底した歳出削減が要る
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ということ、それから、地方や国民各層に経済成長の成果が行き渡るように、メ

リハリをしっかり付けるということ、予算編成の原則を守って、規律ある財政運

営をするという点については、皆さん共通していたと思います。 

    今日の議論を踏まえまして、予算の全体像につきましては、早急にとりまとめ、

最終的な調整を行いまして、明日の諮問会議にお諮りいたしたいと思います。 

    では、総理からお願いします。 

（安倍議長）  平成20年度予算は、「基本方針2007」に沿って改革を進める予算としな

ければなりません。歳出全般に渡って、国・地方を通じて最大限の削減を行うと

ともに、成長力強化、地域再生、教育再生、環境立国戦略に重点を置いたメリハ

リを付けたものにしなければならないと考えております。 

    こうした方針に従って、早急に平成20年度予算の全体像をとりまとめ、それに

沿った厳格な概算要求基準を策定をしていただきたいと思います。 

    また、予算編成過程においても、各般に渡る制度改革を更に加速、拡大し、新

しい国づくりに全力で取り組んでいく必要がありますので、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。それでは、本日の経済財政諮問会議は、こ

れで終わらせていただきます。連日で恐縮ですが、また、明日開かせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

    ありがとうございました。 

（以 上） 


