
    

平成 19 年第 19 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

（概要） 

○今後の諮問会議の進め方について

（大田議員） 今回は骨太とりまとめ後、 初の諮問会議であるので、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る。 

（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－」と題するペーパーについて、御説明させていただく。 

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

れる。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
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障の在り方、地域経済の再建について、一層真摯な取組を続けていくべきであると

考える。 

いずれにしろ、日本が置かれている少子高齢化やグローバル化の現状を考えると、

成長力強化の取組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う。 

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いては、我々

４人の議員は以下のように考えている。 

第１の柱は「歳出・歳入一体改革」。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、「歳出改革の実行」をして

いくこと。２つ目は「税制改革」。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

事である。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る。３つ目は、現下の 優先課題とも言える「社会保障

改革」。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る。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

ると考える。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る。 

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」。成長戦略は、

これから企画段階から実行段階へ移行していく。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る。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。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ある。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る。詳しくは、ペーパーで御覧頂きたい。 

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る。改革は、ＰＤＣＡサイクルのように常

に見直す姿勢が大事である。全体のフォローアップを定期的に行い、進捗状況の点

検を行うことも重要である。 

（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いる。

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いるが、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う。

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る。 

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る。 
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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う。 

（尾身議員） 本年秋以降、歳出・歳入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いる。 

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、少子化対策、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い

る。 

このような方針に沿って、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

えている。 

（菅議員） ２．の②にあるが、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る。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う。 

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るし、先の

国会で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いた。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

あるから、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う。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

いだろうと思う。 

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

うので、是非御理解を賜りたい。 

（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あるが、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。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。これはすごい目玉としてわかりやすい。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あるが、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。だから、７つをずっとおっしゃるよりも、その方が

効果的だと思うので、是非その発表のときに一工夫お願いしたいと思う。 

（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う。 

（御手洗議員）１つの目玉だと思うのが、社会保障改革だ。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う。 

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。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、社会保障全体を総点検する必要があると考える。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誰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。これは、今、早

急に取り組むべき問題ではないかと思ったので、特にここだけは強調しておきたい
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と思う。 

（伊藤議員） 目玉という話と関連して、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が、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う。やはり、タイミン

グというものがあるから、なるべく早くやるということが非常に重要だと思う。 

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

が極めて重要だと思う。とかく、構造改革をしたから格差が広がっているという誤

解に満ちた認識が広がっている。これは逆であって、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、さまざまな格差を含む多くの問題を生んでいる大

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、産業間等の労働移

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いる。 

（大田議員） 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う。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あるので、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

くので、よろしくお願いする。 

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う。

（安倍議長） 今回の参議院選挙は、大変厳しい結果であった。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るが、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

であるので、どうぞよろしくお願いしたい。 

今後の諮問会議の進め方であるが、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

ると思う。「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

ばならないと思う。 

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ある。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うので、よろしくお願い

したい。 

○経済の現況と今後のマクロ経済運営について

（大田議員）  今日から予算編成の議論に入るが、予算編成に先立ち、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、３つの御報告をする。 

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

紹介する。 

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いるが、それ

を踏まえ、年の半ばでもう一度年央改定をしている。 

３つ目に、予算は来年度の予算になるので、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したので、御報告する。 

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、御説明いた

だく。 
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（高橋内閣府政策統括官） 「日本経済の現状について」の１ページ目。マクロ経済全

体について、2006 年度も成長率は若干低下したが、民需主導の成長が続いた。左側

の図で、ピンクの部分が民需である。ただし、足下で見ると、若干生産が横ばいに

なっている。これは自動車の対米輸出の減少、あるいはＩＴ関連財の在庫調整が原

因である。 

２ページ目。足下の経済について、１つの問題は、賃金の伸び悩みである。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

指摘されるが、足下の動きを見ると、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ことが原因である。 

何故なのか。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

ろ言われているが、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いる。彼らは全く引退してしまうわけではなく、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のではないかと思われる。 

もう一つは、 近、地方公務員とりわけ教員の給与の抑制が行われている。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、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。 

３ページ目。足下で物価は引き続き緩やかな動きである。なぜ緩やかなのか。各

国に共通しているのは、財の面でのグローバル競争の厳化である。ただし、日本と

欧米とを比較すると、下の図のように、国内で消費されるサービス面で差がある。

アメリカや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いる。

これに対し、日本はどちらも低い。 

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。 

４ページ目、生産性と企業行動の分析について。左側の図で、「製造業」と右側

の「非製造業」を比較すると、非製造業の生産性の低さが際立つが、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ことである。 

設備投資については、右上の図で、この 15 年余りを見ると、企業はリストラの

もとで、青い部分で示しているように、設備投資を減少させ、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。 

しかしながら、一方で、一番下の赤い部分だが、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ある。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ある。 

一方、技術革新という観点だが、ＩＴを例にとった右下の図について。日米とも

にＩＴを導入しているわけだが、ＩＴの活用状況にはかなりの差がある。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、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 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いる。やはり企業経営という観点から見

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ある。 
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（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いて御説明する。 

（藤岡内閣府政策統括官） 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。 

内閣府において、 新の経済指標等を踏まえ、平成 19 年度の試算を行った。試

算に当たっての前提は、１枚紙の一番下の「注３」のところに書いてある。１月の

政府経済見通し策定時と比較して、為替レートが円安に推移し、原油価格が上昇す

ると想定している。 

全体像であるが、上から２行目にあるように、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、実質経済成長率であるが、この表の 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

の 2.0％程度よりも 0.1％ポイント程度高くなっている。 

内訳は当初見通しとおおむね変更ないが、「外需寄与度」のところを見ると、当

初見通しは 0.3％程度だったが、今回試算は 0.5％程度と上がっている。海外経済

の好調を反映している。 

なお「名目国内総生産」であるが、2.2％程度から、今回の試算では 2.1％程度に

下がっている。故に「ＧＤＰデフレーター」は、横ばいとなっている。 

この関連であるが、「消費者物価」のところで、当初見通し 0.5％程度だったが、

今回試算では 0.0％程度ということで、当初見通しを下回っている。これは原油価

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ある。また、

賃金についても、予想より低位にとどまっている。そういうことを反映している。

しかしながら、国内企業物価であるが、国際的な需給の引き締まり等により、石

油製品や鉄鋼などの上昇幅が予想より拡大している。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いる。 

続いて、「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」を記している。この資料は予算の全体像の議論に資するために作

成しているものである。注１で示したような前提、仮定に基づき、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ある。 

平成 20 年度の我が国経済は、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いる。具体的には、消費について、着実にその成果

が反映され、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

となると見込んでいる。また、物価についても改善するということである。 

名目経済成長率は、2.6％程度と想定している。結果、ＧＤＰデフレーターは 0.4％

程度の上昇である。 

「３．物価」であるが、国内企業物価は、原油価格、為替レートが横ばいで推移

すると想定しているので、石油等の上昇幅が縮小し、0.7 ％程度の上昇となると見

込んでいる。 

一方、ＧＤＰギャップ、需給関係も改善が続いている。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いる。 

（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

する。 

（福井議員） 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
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ポートというニックネームを付けているが、その中で公表している。 

４月の展望レポートが一番新しい見通しであるが、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、数字的に表現している。 

定性的に申し上げると、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いる。 

この表の数字を見ると、実質成長率の見通しは、2007 年度、2008 年度とも、実

質２％程度である。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

う予測を置いている。 

物価の面では、国内企業物価指数と消費者物価指数があるが、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月に出してい

る。 

そして、３か月経ったところで中間評価を行うことになっており、先般７月 11

日、12 日の金融政策決定会合で行った。中間評価の内容は上の四角の中に書いてあ

る。 

まず「実体経済」の方であるが、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る。 

「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

通しの中央値であるが、プラス 0.7％となっており、これに比べると、かなり上ぶ

れると見通した。 

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

いるが、これはこのとおりの見通しになるだろうと予想している。 

右端の消費者物価指数だが、2007 年度、2008 年度ともに、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した。 

したがって、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、そういうことである。 

そして、この数字は先刻御説明のあった、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いる。 

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いく。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。 

（八代議員）  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っ

たように、消費者物価については、１月の政府見通しを下方に修正している。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

たわけであるが、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に推移している。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

ないわけであるが、なぜ下ぶれになっているのか、それがなぜ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を教えていただきたい。 

（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う。グローバル化の進展の下で、国境を越えた企業間競争がま
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すます熾烈になっており、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いる。固定費の中の大きな

要素が人件費である。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％台にまで下がっているが、そうした需給がタ

イトな中にあっても、労働者側も過去 10 年間の苦しい経験を踏まえ、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。 

国際的にほぼ共通の現象なので、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いないが、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なので、設備の面でも労働の面でも需給は、少しずつよ

りタイト化していくということである。物価の急激な上昇は全く予見できないと思

うが、物価の基調は次第に固まっていくという判断をしている。 

（山本経済産業副大臣）  実質成長率が伸びることは、大変結構であるが、逆に名目成

長率が下がるのは非常に問題である。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、極めて大きな問題である。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。 

もともと日銀は去年の３月に量的緩和政策を解除したときには、将来的にはＣＰ

Ｉはマイナスにならないという見通しが条件だったわけだから、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である。 

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

をやっているのであるが、中小企業の動きが、昨年の初めをピークに、むしろ 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。 

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る

が、ＧＤＰデフレーターをゼロにするのは大変ではないだろうか。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ある。１日も早くデフレを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うので、是非よろし

くお願いする。 

（伊藤議員）  先ほど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ある。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

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が、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んだけれども、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、
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物価は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が、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

はないのだけれども、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。 

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 初に言うべ

きことだったのだが、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

議論する場ではないので、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く。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ない。た

だ、過去の説明について、実際に想定とどこがずれたんだろうかということをもう

一度お尋ねしたい。 

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しているわけだから、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。 

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だが、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んだろうかという疑

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。 

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。 

２番目の方は希望で、前者の方は質問である。 

（福井議員）  2006 年度は成長率に関しては、振り返ってみて、実質成長率を多少下方

修正したが、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

の方において事後的に大幅な下方改定がなされた。したがって、2005 年度から 2006

年度への、我々はゲタと言うが、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。 

ＣＰＩであるが、生鮮食品を除くＣＰＩということである。原油価格というか、

石油関連製品を除いていないＣＰＩのベースであり、昨年の夏以降は、原油価格が

下がった影響を受けている。 近また上がっているが、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う。 

しかし、それだけがすべてではなくて、やはり需給の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少し弱い。それは認

める状況である。 

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。 
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（丹羽議員）  私の感覚的なものかもしれないが、民間の設備投資の実質の伸び率にや

や違和感がある。2003 年から見ると４年連続で６％近辺でずっと来ている。 

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

めに抑えてあり、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ある。

（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か。 

（丹羽議員） そうである。これは内閣府の数字を見てもそうである。 

（大田議員） 平成 19 年度か。 

（丹羽議員） はい。平成 19 年度は 3.8％、平成 18 年度は 7.9％である。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。我々の感覚から言うと、も

う少し高いのではないかという感じがする。 

（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なので、確

かに大企業、好調な企業もあるが、全体をならしてみるとこの数字ということであ

る。 

（丹羽議員） ちょっと抑えめではないかという気がする。 

もう一つ、現金給与総額で言うと、賃金の下落というのが、これは内閣府で調べ

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

るのだが、これがマイナス２％である。これがものすごく足を引っ張っている。だ

から、寄与度で言うと、マイナス 0.84％になる。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。 

だから、安定的に所得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す

る。というのは、確かにマクロ的に見ればそうとも言えるが、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。 

（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いうのは、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ある。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する中小企業の方に波及する。労働需給も

タイトになってくる。その影響によって賃金も上昇してくるという姿を描いている。

（大田議員） 	 それでは、内閣府としても、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。日本銀行も御尽力いただいて

いるが、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。 

○「平成 20 年度予算の全体像」について

（大田議員） このマクロ経済の動きを踏まえて、来年度予算の審議に入らせていただ

く。 

初めに、予算の全体像について、民間議員から御提案をいただく。 

（八代議員）  民間議員ペーパー「平成 20 年度予算の全体像に向けて」を御説明する。 

「１．平成 20 年度予算編成に向けて」について。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、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。歳出・歳入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、

大限の削減を行うべきであると考える。「基本方針 2007」に示した政策課題に的
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確に応えた予算編成とすることが大事である。このため、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

ハリをつけるための取組を行う。言うまでもなく、「新たに必要な歳出を行う際は、

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。既に説明があったので省略するが、

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いる。 

そうした中でも財政状況は依然厳しく、国・地方を合わせた基礎的財政収支の赤

字は、本年１月の見込みと同様、ＧＤＰ比 1.7％程度になったものと見込まれる。

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比は 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、よく言われるが、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ような、非常に厳しい状況である。 

中期的な経済財政の展望は、本年１月からあま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、歳出全般にわたり 大限の削減を行うことは必要不可欠であ

る。 

 「３．具体的な 20 年度予算の骨格」について。公共投資については、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、

更なる重点化・効率化を推進する。その結果、名目対前年度比３％の削減を行う必

要があると考える。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る。 

社会保障については、既に議論があったように、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。また、先ほど御手洗議員から指

摘があったように、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）の導入を検討する。医療・福祉等について、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。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、平

成 19 年内に「基本方針 2006」を達成するための道筋を示す。 

公務員人件費については、国・地方とも５年間で 5.7％以上の定員純減を行う。

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

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

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、国・地方合わせ 0.5 兆円強を上回る削減を行う。 

地方財政については、歳出全般にわたって 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
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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。 

後に「４．税制の抜本的改革に向けて」について。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ると考える。 

第１は、税体系全体の在り方。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

討を行う。 

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、社会保障や少子化対策などについて、山本副大臣も強調されたように、

複数の選択肢を設ける。「基本方針 2007」では、「こうした歳出改革の取組を行って、

なお対応しきれない社会保障や少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。社会保障や少子化対策

などについて、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・

歳入両面から検討を進める。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。

（大田議員） 「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、「進

路と戦略」で行った参考試算の改定を行ったので、内閣府から御説明する。 

（齋藤内閣府計量分析室長）  2011 年度までの経済財政の中期展望に関する試算結果に

ついて御説明する。民間議員ペーパー「平成 20 年度予算の全体像に向けて」の６

ページ、７ページをご覧いただきたい。 

「日本経済の進路と戦略」あるいは「基本方針 2007」においては、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いる。

 今回御報告するのは、こうしたことを受け、本年１月に御報告した「進路と戦略」

参考試算を、 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

た結果である。 

試算においては、まず、新たに公表になった平成 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んだほか、先に御説明した平成 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いる。その

上で、2009 年度以降については、１月の試算と同様に２つのシナリオについて試算

している。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、外的にも厳しいものとなった姿を

想定した成長制約シナリオである。また、財政については、「基本方針 2006」別表

に示された、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

算を行った。これを６ページに示している。これに対し、11.4 兆円の歳出削減の考

え方に対応するケースについては、７ページに参考ケースとしてお示ししている。
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試算結果について。６ページの図、「①実質成長率」を見ると、移行シナリオに

おいて、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

姿が描かれている。１月の試算で 2011 年度は 2.5％程度だったのを、0.2％ポイン

ト程度上回る結果となっている。他方、制約シナリオにおいては、2011 年度に 1.2％

程度まで低下する姿になっている。 

「②ＧＤＰデフレーター上昇率」について、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、全体として下方に改定され、移行

シナリオでは 2011 年度に 1.0％程度となっている。１月の試算では 2011 年度に

1.3％程度だったので、0.3 ％ポイント程度低い上昇率となっている。他方、制約

シナリオでは 0.7％程度と試算されている。 

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「③名目成長率」

の姿である。移行シナリオにおいては、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、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

っている。制約シナリオでは 2011 年度に 1.9％程度まで低下している。 

こうした経済の姿と整合的な財政の姿が「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いて、税収が補正後予算よ

りも 1.4 兆円程度減収となったことを踏まえ、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、減少した姿を想定している。その結果として、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

が拡大している。その後、移行シナリオにおいては、2009 年度に基礎年金国庫負担

割合の２分の１への引き上げが想定されているため、一時的に悪化するが、基礎的

財政収支は緩やかに改善して、2011 年度にはＧＤＰ比 0.0 ％程度となっている。

１月の試算時点では、0.2 ％程度の黒字と試算されていたので、若干の下方修正と

はなっているが、黒字化が達成されるという姿は変わっていない。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いる。 

７ページ。参考ケースとして、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示している。 

経済成長率等については、歳出削減が小さい分、わずかに前ページの姿を上回る

ものとなっているが、国・地方の基礎的財政収支、④の図であるが、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いる。 

以上、今回の試算結果を見ると、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

る可能性があるが、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いる。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ない。 

（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、

改革続行の試金石なので、来年度予算編成においても不動とすべきである。総理が

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いる。 

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、昨年の経済成長戦略
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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ために不可

欠である。 

成長力と安心力の強化に向け、メリハリを効かせた予算の質の向上を図るために

経済産業省も全力で貢献していきたい。 

（尾身議員） ただいま民間議員から説明のあった試算によると、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、財政の健全化に

ついて、とても楽観できる状況にはない。 

こうした中で、来年度の予算については、かねてからこの会議において総理から

御指示のあったとおり、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 大限の削減を行う必要がある。このため、概算要求基準につ

いても、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いる。 

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

メリハリの効いた予算とするため、要求・要望について、従来から重点化してきた

成長力の強化という項目に加え、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。このような考え方を踏まえ、概算要求

基準についても、今後、調整してまいりたい。 

特に、地域によってかなりばらつきがあり、特に地方が極めて厳しい状況にある。

今回の選挙でも、私はあちらこちら回ったが、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、誘致もできるが、道路がないためにできないという悲鳴が各地で

上がっている。 

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、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いる。これらの点については、

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。 

それと同時に、中小企業の活力を生かしていかなければならないし、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。 

民間議員のペーパーには税制改革について書かれているが、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上げのための財源を含め、社会保

障給付や少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。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や今後の社会保障給付の見通し等も踏まえ、歳出・歳入一体改

革の実現に向け、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いる。 

（菅議員）  先ほども申し上げたし、尾身議員から言及いただいたが、まさに私自身も

改革の方針、基本方向は絶対に変えてはならないと思っている。そういう中で重点

項目に地域活性化の話をいただいた。 

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。全国網羅的なも

のではなく、メリハリを付けた予算編成が極めて大事だと思っている。そうしたこ

とを是非十分配慮いただきたい。 

（丹羽議員） 「予算の全体像」に向けては、予算編成の原則を遵守することは勿論非

常に高く評価されるものだと思う。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％断行するんだということでよいが、ハリ

の方について、今、尾身議員がおっしゃったように、重点化促進枠が昨年は何百億
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かあった。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

くんだと、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ん

だとか、何らかの部分を、議長の言葉で打ち出してもらった方が、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。結果的に何百億か出ると思うが、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

よいのではないか。 

（大田議員）  議長は４分野、すなわち成長力、地域活性化、環境、教育と重点分野を

挙げているが、更に細かくという御意見か。 

（丹羽議員）  重点化促進枠というのがあるから、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。金額を出す分野を少しおっしゃった方がよいと思う。 

（伊藤議員） 試算結果のグラフについて、「進路と戦略」のときにも申し上げたが、

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

ずであるから、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、アメリカ経済のリスクや地方経済のリスク、原油のリスク、そ

ういうものがあると思う。改革はするのだが、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だから、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 悪の場合でも財政再建ができるん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。 

また、財政再建という場合に、プライマリーバランスの回復は、やはり単なる一

里塚でしかない。それを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Ｇ

ＤＰ比は減らない。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。 

更に言えば、ここに出ている、デフレーターの上昇や消費者物価の上昇がそれに

並行して起きるはずだが、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。プライマリーバランスではなく、

債務残高という意味からみると、非常に苦しい状況になってくるが、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。 

もう１点。前に話が戻るが、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。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。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

えるが、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うが、いかがか。 

（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あり、し

たがって、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
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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。したがって、

時間的な余裕は十分活用するが、あくまでフォワ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。 

（御手洗議員）  今、我が国の改革路線に対して、諸外国や市場がやや不透明感を抱き

つつあるように思う。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。特に、今回の内閣府試算によると、本年１月時点

の試算と比べ、プライマリーバランスの見通しが下方修正されている。 

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

るが、そのために、まず、 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、来年度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。 

また、伊藤議員と少し重複するが、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、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

はないかと強く思う。 

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

政策は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。その中で総

裁がそういうふうに考えてやるのだが、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が、これがよくわからない。一体どういうことを意味している

のか。 

つまり、我々、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ので、その点で

は是非、いずれ諮問会議でも議論していただければありがたい。 

（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行うという部分があるが、

一番 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

おっしゃったが、これは法律で決まっていて 2009 年までに２分の１が国庫負担に

なる。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。その辺

をもう少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くと、中期の試算中、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ある。国庫負担分を３

分の１から２分の１に引き上げ、なおかつこういう係数になるというもの。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る。 

今日の議論では、来年度の予算編成に向けて徹底した歳出削減が要るということ、

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、

共通していたと思う。 

今日の議論を踏まえ、予算の全体像については、早急にとりまとめ、 終的な調

整を行い、明日の諮問会議にお諮りしたい。 

（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

ければならない。歳出全般に渡って、国・地方を通じて 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いる。 

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
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沿った厳格な概算要求基準を策定をしていただきたい。 

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るので、よろしくお願いする。 

（以 上） 
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