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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 12 月 26日（水） 17:30～17:56 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫   内閣総理大臣 

議員    町 村   信 孝   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     増 田   寛 也   総務大臣 

同     額 賀  福志郎   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）平成 20年度予算案について 

（２）「日本経済の進路と戦略」（案）について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○平成 20年度予算編成について（額賀議員提出資料） 

○日本経済の進路と戦略（案） 

 

（配布資料） 

○平成 20年度予算（政府案）のポイント（参考資料）（額賀議員提出資料） 

○宿舎・庁舎の跡地の有効活用の基本方針（額賀議員提出資料） 

 

 

 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19年第 32回） 
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（本文） 

○議事の紹介 

（大田議員） ただいまから、今年最後の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   今日の議題ですが、まず、20年度予算案を額賀議員から御報告いただきます。 

   次に「日本経済の進路と戦略」について、今日は案をお示しします。 

   今日は、今年最後の経済財政諮問会議になりますので、会議終了の前に、総理か

らご挨拶をいただく予定です。その際、プレスを入れますので、よろしくお願い

いたします。 

   まず、20 年度予算案について、額賀議員から報告をお願いします。５分程度で

お願いできればと思います。 

 

○平成 20年度予算案について 

（額賀議員） お手元に資料が配付されておりますけれども、平成 20 年度予算案につ

いては、12月 20日の閣議に財務省原案を提出いたしまして、その後折衝を重ねて、

一昨日の閣議において政府案を閣議決定しました。 

   平成 20 年度予算案は、歳出改革路線を堅持する中で、国民生活、経済に必要な

施策に十分な配慮を行った予算とすることができたと思っております。社会保障

や公共事業など各分野において、「基本方針 2006」で定められた歳出改革を２年目

においても着実に達成し、新規国債発行額を４年連続で減額することができまし

た。我が国の財政健全化の姿勢を示す意味で、大きな歩みがあったと思っており

ます。 

   一方で、財政健全化と経済成長は車の両輪であり、成長力の強化を図ることは急

務であります。また、地域の声に耳を傾け、政策を工夫することによって、地域

の活性化を図り、国民生活の安心・安全を確保することは、まさに内閣の重要課

題であると思っております。今回の予算案においては、歳出の内容を徹底的に見

直し、無駄を排除することによって、こうした重要課題に重点的な配分を行いま

した。改革を継続する中で、メリハリのしっかりついた予算とすることができた

と考えております。予算編成過程で御協力いただき、感謝申し上げます。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。何か御発言はございますか。よろしいでしょう

か。 

   それでは、次の議題に移りたいと思います。 

   「日本経済の進路と戦略」の案について御審議いただきます。今日は、本文につ

いて御了承いただければと思います。 

 

○「日本経済の進路と戦略」（案）について  

（大田議員）今日、お示しします案は、12 月４日にお示しした「原案」から御議論を

踏まえた修正を行っています。修正につきましては、事務局を通じて調整させて

いただいております。 
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第５章では、「原案」で空欄としておりました具体的な成長率の数字を含む表現

について、内閣府による試算を踏まえて、新たに記述しております。今日はその

参考試算の概要について、内閣府の担当から御説明申し上げます。 

（齋藤内閣府計量分析室長） 「日本経済の進路と戦略」の参考試算につきましては、

マクロ計量モデルを用いまして試算を行い、来年１月の経済財政諮問会議に御報

告させていただく予定でございます。本日は、マクロ経済に関する現段階での暫

定的な試算結果について御説明をさせていただきます。これを踏まえまして、今

後、追加されるデータを織り込み、内容を精査した上で、１月には国・地方の基

礎的財政収支の動向など、財政の姿と併せて試算結果を御説明したいと思ってお

ります。 

   今回試算を行いました２つのシナリオについての基本的な考え方は、本年１月の

「進路と戦略」の参考試算のときと変わっておりません。一つは、「成長シナリオ」

と名づけておりますけれども、「進路と戦略」に沿って我が国の潜在成長力を高め

るための政策は実行される場合に、視野に入ることが期待される経済の姿を描い

たものでございます。もう一つは、「リスクシナリオ」と名づけておりますが、成

長シナリオの対極にあるシナリオで、政策の効果は十分に発現されず、加えて世

界経済の減速など、外的な経済環境も厳しくなるといったリスクが顕在化した場

合の経済の姿を描いたものでございます。 

   この２つのシナリオにおける試算結果をご覧いただきます。まず、潜在成長率に

ついては、90 年代から引き継がれた潜在成長率は１％を下回るものでございまし

たが、2000年代に入りまして、徐々にこれが高まっておりまして、2007年度には

１％台半ば程度まで高まってきております。成長シナリオでは、2011 年度これが

更に上昇することが期待されます。他方、リスクシナリオでは、徐々に低下する

ことが期待されるということでございます。 

   実質成長率について。2006 年度まではＧＤＰギャップを縮小させる形で、潜在

成長率を上回る成長率が付いておりましたけれども、足元 2007年度は改正建築基

準法施行の影響によりまして、住宅建設が減尐していることなどから、成長率が

低下するものと見込まれております。しかし、2008年度には２％台に戻りまして、

その後は、潜在成長率に沿った形で、2011 年度まで徐々に高まることが期待され

ることになります。他方で、リスクシナリオは、潜在成長率と同様の推移をたど

るものと見込まれるということでございます。 

消費者物価指数の上昇率は、2006年度にようやくプラスとなりましたけれども、

成長シナリオでは、適切なマクロ経済運営の下で、それ以降、徐々に上昇率が高

まるものと見込まれます。他方、リスクシナリオでは、若干それを下回ると見ら

れております。 

   こうした消費者物価上昇率の動向も受けまして、ＧＤＰデフレーターの上昇率は、

2008 年度にプラスに転じた後、成長シナリオでは徐々に上昇率が高まっていくと

見込まれます。他方、リスクシナリオでは、若干それを下回ると見込まれること

になります。 
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   今、御説明申し上げましたＧＤＰデフレーター上昇率と実質成長率をかけ合わし

たものが名目成長率になります。名目成長率については、2007 年度に一旦低下い

たしますけれども、2008 年度には２％台に乗りまして、その後、成長シナリオで

は実質成長率とＧＤＰデフレーター上昇率の双方に支えられまして、徐々に高ま

っていくと見込まれます。他方、リスクシナリオでは、実質成長率が低いという

こともありまして、2011 年度においても低い伸びにとどまると見られることにな

ります。 

   以上を踏まえて記述されております「日本経済の進路と戦略（案）」本文の「第

５章 経済の将来展望」をご覧いただきたいと思います。この第２パラグラフの

ところに書いておりますのが、御説明した成長シナリオに対応しており、「本中期

方針」に盛り込まれた政策が実行される場合には「対象期間のうちに２％程度あ

るいはそれをかなり上回る実質成長率が視野に入ることが期待される。また、名

目成長率については、対象期間のうちに３％程度あるいはそれ以上も視野に入る

ことが期待される。」と記述されております。 

   第３パラグラフがリスクシナリオに対応しているところでございますが、「政策

の効果が十分に発現されず、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、実質成長率は中期的に１％台前半あるいはそれ以下にとどまると

見込まれる。また、名目成長率については、中期的に１％台後半あるいはそれ以

下にとどまると見込まれる」と記述されております。 

   なお、物価についてはご覧のとおりの記述でございます。 

   私からの説明は以上でございます。 

（大田議員） 本文には今のマクロ経済の概算を入れておりますが、財政面を入れまし

て、１月に参考試算をお示しいたします。 

   何か御意見はございますか。御自由にどうぞ。 

   御手洗議員、お願いします。 

（御手洗議員） 最後ですから、一言。 

   額賀議員の御尽力によりまして、来年度予算案では「骨太の方針 2006」のフレ

ームを何とか堅持できたと思いますが、経済見通しが下方修正されるなど、予算

編成をめぐる状況では厳しさが増しております。基礎的財政収支の黒字化という

目標に向けて、今後、相当の改革を断行する必要があると思います。また、この

目標が達成されましても、債務残高がＧＤＰ比では約 150％という先進主要国の中

で最悪の財政状況に変わりはありません。今回の「進路と戦略」の対象期間は 2011

年度までの４年間ですが、その先も見据えた、より具体性を持った目標設定につ

いて議論を始める時期が来ていると思います。 

   もちろん、政策運営の目標は、財政健全化だけではなく、これを基盤として経済

の持続的な成長を達成し、国民生活の充実を図ることであります。そのために、

急速な尐子高齢化の下ではＥＰＡや国際協力を通じて海外の市場や人材を積極的

に取り込んでいかざるを得ません。その際、技術力などの日本の強みに更に磨き

をかけて、イギリスの金融サービス、アメリカの研究開発力のように、世界経済
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で独自の役割を発揮する国を目指す必要があります。新しい成長戦略においては、

こうした外向き・前向きの政策に集中的に投資することが求められていると思い

ます。 

以上です。 

（大田議員） 八代議員、どうぞ。 

（八代議員） 今の「進路と戦略」の 17 ページに「（３）21 世紀にふさわしい行政へ

の転換」というところがございますが、それに関連しまして独立行政法人の改革

については、総理、官房長官におかれましては、今回、相当御苦労されて取りま

とめがなされたことと思います。民間で多様な事業者が育っている現在、政府が

どのような分野の活動を、どこまで、どういう形でやるかについては、今後とも

絶えざる見直しが必要だろうと思っております。今後、独立行政法人に続いて、

地方出先機関の抜本改革、特別会計の改革、及び、額賀議員から本日資料が提出

されております国の資産債務改革などについても、本当にそうした官の事業が必

要なのかどうかということを、国民の立場に立って常に点検していく必要性があ

るように思います。経済財政諮問会議でも、是非、こうした議論を続ける必要が

あるのではないかと思います。 

   次に、年金を始めとする社会保障改革の基本的な方向性については国民的議論が

必要であります。社会保障の在り方を検討する国民会議が設置されますが、経済

財政諮問会議でも社会保障と税の一体的改革につきまして引き続き問題提起をし、

議論を行い、国民会議と連携しながら議論を進めていきたいと考えます。 

   最後に、この「進路と戦略」におきましては、財政に頼らない経済成長の手段と

して、労働生産性の引上げというのが一番大事だと思います。そのためには、労

働市場や資本市場の効率性を高めていくということと、生産性の低いサービス分

野の規制改革を進めることが何よりも大事だと思います。特にサービス産業の中

でも、高齢化社会の成長分野であります医療、介護、それから、女性が働きに出

ますので保育、こういう分野に重点を置いて、何がそういう成長分野の発展を妨

げているかという制度的要因の改革に重点を置く必要があるのではないかと思っ

ております。 

（大田議員） ほかにいかがでしょうか。 

   それでは、丹羽議員、伊藤議員の順番でお願いします。 

（丹羽議員） 最後ということなので私も一言ですが、平成 20 年度予算については、

額賀議員を始め皆様の努力で非常に良いところに落ち着いたと思います。また、

今回の中期計画における初年度が、我々の予想と違いまして尐しつまずき、経済

成長が予想よりも下回ることになったわけであります。そういう意味で来年度は

大変重要な年になるわけであります。来年度もまたつまずくようなことになると

歳出・歳入一体改革、2011 年度、のプライマリーバランスの黒字化という目標が

大きく崩れるということ。そういう意味で、来年度の経済成長が非常に重要な鍵

を握るのではないか。 

経済財政諮問会議もそうですが、福田内閣あるいは政府としても全力を挙げて、
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経済成長を予定の線で収めるように努力をお願いしたい。我々もそれに向けて具

体的な提案を是非させていただきたい。 

もう一つは、歳出・歳入の一体改革の旗は断じておろさない。この２つを是非

お願いしたい。我々もそのように提案をさせていただきたいと思います。 

（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） この予算案と「日本経済の進路と戦略」、両方を併せて見た感想を一言

述べたいと思います。 

日本経済はここまで息の長い景気回復が続いてきたとよく表現するわけですが、

それでもなお財政赤字が消えていない。公債依存度が若干減尐したと額賀議員か

ら御説明があったわけですが、それでもまだ諸外国と比べて公債依存度が非常に

大きい。これはやはり非常に大きな問題だと思うのです。景気が悪くなるのは、

外的な要因によることもありますし、内的な要因で自らつまずいてしまったとい

うこともある。依存度が非常に大きい。これは非常に大きな問題である。景気が

悪くなると当然、ビルトインスタビライザーで赤字が増えるのですから、景気が

良いときには大胆に赤字を減らしていくことをしなければいけないと思います。

歳出・歳入一体改革は、丹羽議員からお話があったように、断固として継続して

いくことが重要であるが、このところ、その難しさもだんだん出てきたと思いま

す。やはり縦割で、一律で何％減らしていく手法にもそろそろ限界がある。縦割

を廃した、大胆な、メリハリのきいた予算改革が、近い将来、来年度以降、非常

に重要になってくると思います。 

   成長戦略においては、先ほど御手洗議員からお話があったＦＴＡ、ＥＰＡ、八代

議員からお話のあった規制改革を通じて、国内の内需、投資・消費の拡大を是非

実現していく必要があると思います。生産基地を日本に残していただく、あるい

は持って来ていただく、投資していただくにはどうしたらいいのか。また、消費

者が満足のいく消費バスケットを手に入れるためにどうしたらいいのかといった

ことを、是非、来年も引き続き考えていきたいと思います。 

   以上です。 

（大田議員） ありがとうございました。 

   ほかに、額賀議員どうぞ。 

（額賀議員） 成長戦略について、人口減尐していく中で成長を図っていくことは、な

かなか容易ではない作業だと思うのです。だから、「成長シナリオ」では女性、高

齢者等の労働力参加率が高まるということを前提にしています。夢がなくても困

るけれども、余りにも成長が単純に行くと思われても困る。そこはしっかりと厳

しく危機管理、危機意識を持った形で、しかもなおかつ前途が広がるという姿勢

で是非やっていただきたいと思うのです。安易に政府に任せておけば何とかなる

だろうと思われては困るので、そこのところをしっかりとわきまえてやっていた

だきたい。 

   また、財政再建についても、私は 21 年度予算の方がもっと厳しいと思っており

ますので、認識も共有しながら、しっかりと対応していきたいと思います。 
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（大田議員） ほかによろしいでしょうか。ありがとうございます。 

   それでは、この「日本経済の進路と戦略」の本文につきましては、御了承いただ

いた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） 次回、年明け最初の経済財政諮問会議で参考試算をお示しした上で、諮

問・答申を行います。よろしくお願いします。 

   本日の議事は以上ですが、額賀議員から資産・債務改革との関連で「宿舎・庁舎

の跡地の有効活用の基本方針」について御報告があるとのことですので、よろし

くお願いいたします。 

（額賀議員） お手元に「宿舎・庁舎の跡地の有効活用の基本方針」というものが出て

おりますけれども、本年 11 月 30日に、国有財産に関する有識者会議において「宿

舎・庁舎の跡地の有効活用の基本方針」について報告書が取りまとめられたもの

であります。 

「基本方針 2007」を受けまして、実物資産の類型ごとの処分方針の明確化や売

却等における民間提案を活かす仕組みについて、平成 19年内を目途に具体化を行

うこととしたものです。その中で売却等に民間提案を活かす仕組みの一つとして、

企画提案内容と価格の２段階で審査する二段階一般競争入札を具体化すること等

を提言しております。「進路と戦略」においても、売却等に民間提案を活かす入札

の仕組みの導入が述べられております。財務省としても今後、本報告書の内容に

沿って、類型ごとの処分方針にのっとりまして、二段階一般競争入札の仕組み等

も活用しながら、跡地の処分をしっかりと進めて、資産・債務改革を推進してま

いりたいと思っております。 

   以上です。 

（大田議員） ありがとうございます。この点、何か御発言はよろしいでしょうか。冒

頭で申し上げましたように、この後、今年最後の経済財政諮問会議を終えるに当

たりまして、総理からご挨拶をいただきます。 

   それでは、プレスが入室いたします。 

 

（報道関係者入室） 

 

（大田議員） それでは、平成 19 年最後の経済財政諮問会議を締めくくるに当たりま

して、総理からご挨拶をいただきたいと思います。 

（福田議長） 福田内閣が発足してからちょうど３か月になるのです。そしてこの間、

経済財政諮問会議におきまして、社会保障と税をめぐる議論、地域経済建て直し

プラン、また新しい成長戦略と、幅広い御議論をいただきました。 

平成 20 年度予算案も経済財政諮問会議の議論に沿った歳出改革路線を守って、

成長力強化と財政再建を両立させる予算になったと思っております。 
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   しかしながら、以前も申し上げましたけれども、日本経済がこの 20 年近く横ば

いで、所得も伸びない状況となっていることへの問題意識をもっと共有して、現

在の縮み志向や、閉塞感を打ち破って経済成長を実現していくための議論が必要

ではないかと思っております。 

そのため、第一に成長戦略の具体化、しっかりした政策に結び付けていく必要

がございます。第二に、社会保障の将来展望とそのための財源について、新しく

設置する国民会議と連携をとって、国民の目線で議論していく必要があると思い

ます。第三に、国民の信頼を回復するために、無駄ゼロを目指して、行財政改革

に一段の取組を行いたいと考えております。 

福田内閣の政策方針をより明確かつ具体的に示すために、スピード感を持って

引き続き、来年もよろしくお願い申し上げます。 

本年は、どうも御苦労様でございました。ありがとうございました。 

 

（報道関係者退室） 

 

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

す。どうぞよいお年をお迎えください。 

ありがとうございました。 

（以 上）  


