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（開催要領） 

1．2009年 6月 9日（火） 17:15～17:58 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

 

      山 口   廣 秀   日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1.開 会 

2.議 事 

（１）財政健全化目標の在り方 

（２）「基本方針 2009」及び「中期プログラム」（一部改正）に向けて 

3.閉 会 

 

（説明資料） 

○経済財政改革の基本方針 2009 ～安心・活力・責任～ 

経済財政の中長期試算（有識者議員提出資料参考） 

○基本方針 2009（素案）  

○持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」（一部改正） 

 （素案） 

 

 

（本文） 

○財政健全化目標の在り方 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第 16回） 
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   初めに、財政健全化目標の在り方について御審議をいただきます。内閣府の齋

藤計量分析室長から説明を行います。 

（齋藤内閣府計量分析室長） それでは、有識者議員提出資料の参考資料「経済財政

の中長期試算」について御説明を申し上げます。 

   この資料は前回の諮問会議で御説明した暫定的な試算結果を精査した上でとり

まとめたものでございます。内容としましては、前回御説明したものと基本的に

変わっておりませんので、御説明は簡潔にしたいと思います。 

   まず１ページ目一番上にある「１．基本的考え方」でございます。経済見通し

の暫定試算、１－３月期ＧＤＰ速報、平成 21年度補正予算、あるいは企業収益の

悪化に伴う税収の減少など、足元の経済財政の動向を反映した上で、１月に公表

した比較試算の考え方に基づいて試算をしております。なお、今回の試算では試

算期間を 2023年度までとしております。 

   その上で、設定する経済想定と財政想定については、基本的に比較試算と同じ

でございます。試算結果につきましては２ページ以降にグラフと係数表で示して

おります。以下、財政健全化の議論に関連すると考えられる４つのポイントに絞

って御説明を申し上げます。 

   ３ページ目をお開きいただきながら、お聞きいただきたいと思います。まず第

１に、足元であります 2009年度の基礎的財政収支が大幅に悪化しているというこ

とでございます。 

   ３ページの一番上の図にありますように、税収の減少や補正予算による財政歳

出増を受けまして、2009 年度の赤字幅は対ＧＤＰ比で 8.1％程度にまで拡大をし

ております。仮に景気対策に伴う補正予算分を除いたといたしましても、これは

バツ印で示しておりますが、5.7％程度の赤字となります。 

   第２に、これまでの黒字化目標年度でありました 2011年度時点での基礎的財政

収支は、いずれのケースでも大幅な赤字が残る姿となっております。これも一番

上の図でわかりますけれども、これを見ますと 2011年度における基礎的財政収支

の黒字化は困難な状況にあるということがわかります。 

   第３に、試算を行っている様々なケースのうち、試算期間中に基礎的財政収支

が黒字化するのは、限られたケースにとどまっているということでございます。

しかも基礎的財政収支は黒字化するケースでも、黒字化する年度を１月時点の比

較試算と比べますと、いずれも後ずれをしております。 

   今回の試算で黒字化するのは、例えば３ページの一番上の図で示されているよ

うに、茶色の線で示されている順調回復シナリオ、青色の線で示されている急回

復シナリオの２つのケースでございます。ここで前提とされていますのは、社会

保障の機能強化を行うこと、消費税率を５％引き上げること、歳出については 2011

年度まで 14.3兆円の歳出削減を行い、その後は非社会保障歳出について、名目額

を横ばいとするということでございます。この下で２つのケースでは黒字化いた

します。 

   このほかに黒字化しているケースといたしましては、５ページの一番上の図に
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あります順調回復シナリオの下で消費税を７％引き上げるケース、青色の線でご

ざいます。この場合には黒字化をしますが、これらのケース以外では黒字化をし

ておりません。 

   しかも黒字化する年度は、３ページの一番上の図にあります茶色の線の順調回

復シナリオで見ていただきますと、ここでは 2021年度となっております。１月の

比較試算ではこのケースで黒字化するのは 2018年度となっておりました。結果的

に黒字化の年度が３年後ずれをするということでございます。 

   第４に、公債等残高の対名目ＧＤＰ比が発散しないケースも限られているとい

うことでございます。同じく３ページの一番下の図を見ていただきたいと思いま

す。茶色の線で示しております順調回復シナリオの場合には、公債等残高の名目

ＧＤＰ比は試算期間中、おおむね横ばいとなっております。 

   低下傾向が見られるケースといたしましては、同じく３ページの一番下の図に

あります急回復シナリオ、これは青色の線で示されているケース。あるいは５ペ

ージの一番下の図で青色の線で示されている、順調回復シナリオの下で、消費税

率を７％引き上げるケースでございます。これら以外のケースでは公債等残高の

ＧＤＰ比は上昇傾向を示し、発散するということになっております。 

（与謝野議員） それでは、岩田議員からお願いします。 

（岩田議員） それでは、資料「新たな財政健全化目標について」を御説明を申し上

げます。 

   まず「１．新たな財政健全化目標について」ですが、短期は大胆、中期は責任

という方針の下で、経済成長あるいは社会保障制度の持続可能性を確保するため

に、以下の３つの目標を掲げて、財政健全化の取組を進める必要があります。 

   １つ目は、財政の持続可能性を確保するために、健全化の目標の基本として、

国と地方の債務残高対名目ＧＤＰ比率を位置付けるということであります。これ

を 2010年代半ばにかけて少なくとも安定化させて、2020年代初めには安定的に引

き下げる。これが基本的な目標であります。 

   ２つ目は、この基本的な目標を達成するために、中間の操作目標としての、国

と地方のプライマリー・バランス黒字化の確実な達成を目指すということであり

ます。 

   この黒字化というところに一つポイントがありまして、単にゼロということで

はいけません。出発時点の名目ＧＤＰ比で見た利払費が大きいと、その分を黒字

化しないと発散してしまうことが知られております。そのような理由で、黒字化

をする必要があるということです。 

   それを更に言い換えれば、日本の債務残高が他国に類例を見ないほど高い水準

にあって、利払費が大きくなっていくということなので、利払費を含む財政収支

の均衡を視野に入れて、収支改善努力を続けるということであります。 

   ３つ目は、当面の経済財政運営に当たっては、まず景気をしっかり回復させ、

５年を待たずに国、地方のプライマリー・バランスの赤字の対ＧＤＰ比率を少な

くとも半減させることを目指すということであります。 
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   プライマリー・バランスの赤字の直接の大きさは、2009 年度は 8.1％と考えら

れているのですが、景気対策によるものを除くと5.7％でありますので、この5.7％

を 2013年度には半減させるということになります。大まかに言えば６％程度の赤

字を３％程度にしていくという目標であります。 

   ちょうどアメリカのオバマ政権が 2013年１月までに、名目ＧＤＰ比で見た財政

赤字を３％にするという目標をおいております。しかし、その基準となるのは、

経済対策 7,800 億ドル程度の部分を除いて、ブッシュ政権の下で既に存在してい

た 1.3 兆ドルの大きさの赤字を半減させるということです。今回の目標は、ある

意味では、アメリカと同様に経済対策の部分を除いたプライマリー・バランスの

赤字についての目標であります。 

   この 5.7％という数字は、小泉政権の下で基礎的収支を黒字化するという目標を

掲げた 2002 年度の大きさとほぼ同じで、その出発点としては 2002 年度のところ

に戻っています。それを５年を待たずに半減させるということであります。この

目標については、現在の世界経済等の情勢は流動的な要素もかなりありますので、

時期に応じて検証を行っていく必要があります。 

「２．財政健全化の実現に向けて」ということで、具体的にどのようなことを行

うのかを記載しております。今後の社会保障関係費の増大見込み等を踏まえますと、

社会保障と財源の持続可能性を早期に確保していくことは必要であり、試算結果も

踏まえながら、財政健全化目標を着実に達成していく必要があります。 

１番目は、まずしっかり景気回復し、成長力を強化することが極めて重要です。

速やかな景気回復を実現するとともに、未来開拓戦略を始めとする成長戦略、成長

力を引き上げる規制改革・制度改革等を大胆に進める。これは成長が大事だという

ことであります。 

２番目は、経済状況が好転した後に、本格的な財政健全化の取組の実行を加速す

るということであります。健全化の時期を遅らせないように、好転した後には、歳

出改革の徹底や「中期プログラム」に則った消費税を含む税制抜本改革の着実な実

施等、本格的な財政健全化の取組を実行・加速していく必要があります。 

３番目は、目標達成のための取組です。新たな財政健全化目標は、経済財政状況

の先行きにもよりますが、意欲的な目標でもあります。試算では、順調回復のシナ

リオでプライマリー・バランスの黒字化は 2021年です。2019年の時点ではまだ若

干赤字なわけであります。したがって、この試算の結果よりももう少し努力しない

と、この目標が達成できない、歳出・歳入改革や成長政策を確実に実施していく必

要があるということです。 

４番目は、現世代の安心を確保すると同時に将来世代への責任のバランスを両方

考える必要があります。社会保障の機能強化により現世代の安心を確保するととも

に、次世代への負担先送りを解消する。そして、現行の社会保障制度を安定化させ

るということが重要であると考えております。2011年度頃、2010年代半ば、ある

いは 2020年代初めといった安心社会実現の時間軸と歩調を合わせて「中期プログ

ラム」の具体化・実行を推進していく必要があります。 
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最後に５点目、生活安心保障政策の具体化と財源等につきましては、今回の試算

には必ずしも盛り込まれていない生活安心保障政策とそれに必要な財源について、

今後、検討と制度設計を含めて、具体的に明らかにすべきである。その心は、安定

財源なくして制度改正なしということであります。 

（与謝野議員） ありがとうございました。それでは、御自由に御発言をお願いしま

す。 

（吉川議員） 財政の健全化目標として国・地方の債務、あるいは公債残高対ＧＤＰ

比を位置付けることは、私は当然のことだと思っております。 

財政赤字の問題は、例えて言えば船底に浸水しながら航行を続けている船と似て

いると考えます。船底にたまっている水の量、ある時点でたまっている水のトン数

が公債残高に当たる。どれほど危険かということは船の大きさに依存します。船の

大きさが経済の大きさ、ＧＤＰですから、公債残高の対ＧＤＰ比は船の大きさとの

相対で見た浸水した水の量になります。毎時間ごと浸水してきている水の流れ、フ

ローはもちろん、年々歳々の財政赤字になるわけです。 

   船の場合、命取りになるのは船の大きさとの相対における水の量になるわけで、

デットのＧＤＰ比が一方的に上昇していくということはまさにそういう意味であ

り、危険な状態になるということです。そうした状況は何としても避けなければ

いけない選択肢です。 

その点で、資料「経済財政の中長期試算」にある中長期試算を見ると、様々な選

択肢が書かれていますが、公債残高の対ＧＤＰ比が発散していくようなケースがあ

ります。こうした試算はある程度の幅を持って解釈しなければいけないと思います

が、この公債残高の対ＧＤＰ比が発散するケースは明らかに避けなければいけませ

ん。 

３ページの試算によると、経済が中長期的に停滞するような状況では公債残高の

対ＧＤＰ比が発散してしまうということがあります。財政再建のためには、やはり

健全な経済の成長が必要だという教訓がここから読み取れるということです。 

２番目に、５ページにある幾つかの選択肢を見ますと、2010 年代あるいはそれ

以降、消費税率を据え置くケースも公債残高対ＧＤＰ比発散ケースです。したがっ

て 2010年代も通して今後ずっと消費税率を据え置くということは、船の大きさと

比べて船底にたまった水の量がどんどん危険な状態になっていくというケースで、

まさに私たちが避けなければいけないケースです。麻生総理は「短期は大胆、中期

は責任」という方針を掲げられていますが、この「中期は責任」という責任にかな

わないケースになってしまう。このことは、国民、国政のリーダーの方々が認識す

べき点であり、この試算から読み取れる一つの大きな教訓だろうと考えております。 

（与謝野議員） 他に御発言はございますか。 

   それでは、財政健全化目標については、本日の有識者議員の御提案で、大筋の

合意ができたと思います。「基本方針 2009」に向けて、必要な調整を行ってまいり

たいと思います。 

○「基本方針 2009」及び「中期プログラム」（一部改正）に向けて 
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（与謝野議員） 次に「基本方針 2009」及び「中期プログラム」の一部改正に向けた

審議を行います。 

   初めに、山崎内閣府政策統括官から「基本方針 2009（素案）」について説明を行

います。 

（山崎内閣府政策統括官） お手元の資料「基本方針 2009（素案）」でございます。 

   最初に全体の目次がありまして、４章立てになっております。 

   「第１章 危機克服の道筋」 

   「第２章 成長力の強化」 

   「第３章 安心社会の実現」 

   「第４章 今後の財政運営の在り方」 

   となっております。 

   １ページ目、基本的考え方としまして、危機克服の道筋を書いております。「１．

経済の現状と課題」、「２．社会の現状と課題」でございます。 

   ２ページ目の「３．「安心と活力」の両立を目指して」では、「（１）「経済の危

機」と「社会の危機」への一体的対応」、さらに「（２）財政健全化と安心社会実

現」という考え方を示しております。 

４ページ目以降が各論でございまして、第２章は「成長力の強化」となっており

ます。まず「１．成長戦略の推進」と書いておりますが、これは４月 17日に経済

財政諮問会議で取りまとめた「未来開拓戦略」を踏まえて、「（１）低炭素革命」、

「（２）健康長寿」、「（３）魅力発揮」という３本の柱でまとめております。 

   ６ページ目、成長力の強化の２番目として、「２．アジア・世界の持続的成長へ

の貢献」としまして、「①アジア経済倍増へ向けた成長構想等」、「②地球温暖化対

策の中期目標の達成」、「③高度人材受入れ促進と対日投資の促進」、「④経済連携、

資源外交」、「⑤総合的な外交力強化」を書いております。「②地球温暖化対策の中

期目標の達成」に関しましては、現時点では内容は空欄という形で（Ｐ）にさせ

ていただいおります。 

   ３番目として、７～８ページには「３．農政改革」を書いております。 

   ４番目が地域経済関係で「４．地域発の成長」。 

   ９ページ、５番目が「５．中小企業の活性化と研究開発の強化」。 

   10ページ、成長関係の最後が、６番目「６．規制・制度改革」でございます。 

   11ページ目以降、第３章の「安心社会の実現」でございます。安心社会の実現

のために、社会保障の機能強化・効率化と雇用を軸とした生活安心保障の再構築

を進めるものでございます。 

   最初に「１．生活安心保障の再構築の考え方」を書いております。その中で「（２）

安心社会実現の道筋」としまして、３つの局面、「①安心再構築局面（2009年度～

2011年度）」、「②安心回復局面（2011年度頃～2010年代半ば）」、「③安心充実局面」

という、それぞれの各局面における取組について書いております。 

   「（３）安心社会に向けての行政基盤の強化」という項目に関しましては、現時

点において内容は空欄とさせていただいております。 
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   「２．安全・生活の確保等」について、「消費者政策等」、「生活支援等」、「防災・

治安等」を書いております。 

   14ページ目には、「３．教育の再生」ということで、教育関係をまとめて書いて

おります。 

   15ページ目に、第４章として「今後の財政運営の在り方」について記しており

ます。「短期は大胆、中期は責任」との観点から、今後の財政運営を行うというも

のでございまして、まず「１．平成 22年度予算の基本的考え方」を書いておりま

す。 

   16ページ目、「２．財政健全化目標」に関しましては、先ほど御議論いただいた

内容を整理して、ここで記述させていただいております。 

   17ページ目以降に別紙がございまして、別紙１は「中期プログラム」の別添工

程表のうち 2011年度までに実施する重要事項を列記しております。 

   19ページ目、同じく「中期プログラム」の別添工程表のうち、諸課題への対応

策の具体化についてまとめております。 

（与謝野議員） 続きまして、松元内閣府政策統括官から「中期プログラム」の一部

改正の素案について説明いたします。 

（松元内閣府政策統括官） 「中期プログラム」の一部改正について御説明申し上げ

ます。「中期プログラム」につきましては、昨年 12月 24日に閣議決定していただ

いておりますが、今回の改正ではそれ以降の動きを反映させていただいておりま

す。改正部分は見え消しになっております。本年度になりまして、経済危機対策

をとりまとめ、また未来開拓戦略をとりまとめております。その旨を記載いたし

まして、「当面、総額 75兆円規模」と記しておりましたが、「累次の」経済対策と

いう形にしております。 

   ６ページ、Ⅴの（２）に「税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明ら

かにする」とありましたが、これは今年度の税制改正法の付則において措置され

ましたので、措置済みという形で記載させていただいております。 

   最後に７ページ、「中期プログラム」にあります機能強化につきましては、安定

財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図ることになっておりまして、具

体的には２ページにその旨の記述がございますが、経済危機対策で前倒し的、時

限的に措置しているものがございます。安定財源を確保したと言えないという形

で措置されておりますので、その取扱いにつきまして、７ページの「（４）「経済

危機対策」及び関連補正予算において時限的に講じられた社会保障の機能強化の

措置のその後の対応については、財源確保と併せて検討する」旨、記載させてい

ただいております。 

（与謝野議員） 続いて、二階議員からお願いします。 

（二階議員） 「基本方針 2009」の素案は、安心と活力の両立を目指すために、不可

欠な成長力強化の具体策として、未来開拓戦略に掲げた政策、地域、中小企業の

活性化に役立つ施策等がきっちりと盛り込まれており、賛成であります。 

   また、素案にあるとおり、平成 22年度の予算においても、総理のリーダーシッ
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プでメリハリの効いた予算編成が重要であると考えております。未来開拓戦略の

施策の実現のため必ず重点配分を行うべきであると考えております。 

   各論の中で、ＪＩＣＡの海外投資機能の復活について前々から御議論をいただ

いておりますが、アジアとともに発展するためには、リスクある途上国への民間

投資を国が後押しする取組が重要であります。総理のアジア経済倍増計画の実現

のためにも、今秋までに実施されるように、この際、時期を明確にしておくべき

だと考えます。 

（与謝野議員） それでは、御発言のある方はお願いします。 

（鳩山議員） ８ページの「４．地域発の成長」に、直轄事業について書かれており

まして、これで大いに結構でありますが、地方分権改革推進本部で、また総理か

らいろいろ御指示いただける場合には、維持管理費の問題等も、お触れいただく

とありがたいと思います。 

（与謝野議員） 何か文章を入れましょうか。 

（鳩山議員） これで良いのですけれども、もし維持管理の方について、やはりこれ

は国交大臣の意見も聞かなければいけませんので、まとまっていくような場合に

はと申し上げているわけです。 

（与謝野議員） わかりました。 

（三村議員） 国民の安心の実現と活力の維持を車の両輪として、今後の経済財政運

営の基本とすることは大賛成でございます。 

   そのためには、それぞれのボトルネックになるテーマについて、重点的、かつ、

速やかに対応する必要があると思います。例えば農業改革は、食の安全保障及び

地方の活性化にもつながる重要なテーマでありますし、格差是正、とりわけ子育

て世代で低所得世帯への対応、これは将来の経済社会の活力の源泉ともなる少子

化対策にもつながると思っております。 

   今回、教育の再生ということが掲げられておりますが、これも非常に期待して

おります。第３章にあたる 11ページと 12ページと 14ページに合わせて教育の問

題が色々と書かれております。公平な教育機会の確保をうたったことは大変意義

深いことでありますし、若者を中心とする格差の固定化を防ぎ、頑張れば報われ

る社会の実現のためには次世帯を担う若者の誰もが良質な教育を受ける機会を得

られるようにすることも大賛成でございます。 

   そのためには、公教育の質を向上することとし、各種の施策が挙げられており

ますが、これらは教育関係者が全力を投入して実現しなければいけないことだと

思っております。 

   さらに子育て家庭が負担する教育の大きさが指摘される中で、その軽減に向け

た措置を充実することとして、更に就学困難な高校生、大学生への公平な教育機

会確保のための制度も充実するなど、安心して教育が受けられる社会の実現に向

けた方向性についても述べられているということで、大いに期待しております。 

   私自身もこうした方向性を打ち出されたことに大いに賛意と敬意を表して、改

めてその実現に向けて尽力するつもりでございますので、申し添えます。ありが
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とうございました。 

（張議員） 平成 22 年度予算の基本的な考え方に関連するのですが、先ほど二階議員

からもお話がありましたように、予算のメリハリを付けてということでございま

すけれども、今日まで政府が打ち出した経済対策につきまして、様々な人からの

お話を聞いておりますと、よくやっていただいたと大変評価が高い。但し、その

次には、必ずお金の使い方の話になる。 

   そういう意味では、政府としての歳出削減に対する努力ということをメッセー

ジとして国民に対して、きちんと出す必要があると考えている。それは、平成 22

年度予算の編成の時に、きちんと優先順位やメリハリを付けているということを

示すことが一つのメッセージになって、お金の使い方も充分考えて努力をしてい

るということを示すことになるだろうと思います。そういう意味で、優先順位を

付ける、メリハリを付けるということを是非やっていくべきだと思います。 

（岩田議員） 今、お話がありましたように、思い切った補正予算をやったと思うの

ですが、是非、この補正予算が中期的な日本経済の経済力、成長力を高めるよう

な方向でうまく使われるということが極めて重要なのだろうと思います。 

   例えば、前回お話ししました農業の改革で、大規模集積を進めるとか、それか

ら耕作放棄地を解消するというようなことが上手く進むように補正予算を使って

いただきたいと思います。 

   もう一点は、科学技術費で、2,700億円という過去に余り見たこのないような画

期的な対策が盛り込まれていると思うのですが、９ページに出ているように、我

が国を代表する研究者が研究に専念できて、しかも新たな研究者最優先の支援制

度をきちんとつくる。それで、最先端の研究開発、基礎研究を含めて、今回の施

策は初めてのことなので、執行体制を含めて研究者も本当にやる気が起こってき

て、それがしかも産業界のイノベーションにつながっていくようなやり方で、是

非これも効率的な有効な使い方というものをお願いしたいと思います。 

（与謝野議員） 張議員の御発言ですけれども、この中にも「基本方針 2006」を踏ま

えてというのがあります。その後にいずれシーリングを出さなければいけないの

で、そのような中で政府としての姿勢は明らかになります。 

   それから、岩田議員のお話は、どういうテーマを選ぶかというのが肝心で非常

に大事ではないかと思っております。 

（三村議員） 経済界としましては、これから大きなテーマを皆で議論して、あのよ

うな形で大きな予算を付けるということは初めてのケースであり、私どもとして

は高く評価しております。 

   もう一つ付け加えたいのですけれども、ＪＩＣＡの海外投融資論議につきまし

て、ここに書いてあるのですが、これだと色々な制限条件がたくさん付いていて、

いつやるのか若干わからないという傾向がありますので、是非とも二階議員が言

われたように、今秋には実行できるような形でお願いしたいと思います。 

（与謝野議員） それでは、次回は本日の議論を踏まえ「基本方針 2009」と「中期プ

ログラム」一部改正について、それぞれ原案をお示ししたいと思います。 
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   それでは、プレスが入ってまいります。本日の議論の締めくくりとして、総理

から御発言をいただきます。 

 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） 長時間ありがとうございました。まず財政健全化目標につきましては、

今回、日本の財政健全化への中長期的な姿勢を示す、意欲的な財政健全化の目標

の考え方を示していただいたものだと思っております。 

   この新しい目標は、歳出改革の継続と成長力の強化と、そして経済好転後、景

気が回復した後の税制の抜本改革を着実に具体化するということが不可欠という

ことだと思いますので、甚だ難しい問題をたくさん抱えておりますけれども、是

非この方向でとりまとめたいと思っております。 

   「基本方針 2009」につきましては、まさに安心と活力を両立できる国づくりの

ための基本の設計図というべきものだと思っております。 

   これまでの「基本方針」は、要望を数多く盛り込む傾向が強まっていたのです

が、今回はなるべくコンパクト、シンプルなもので考え方を明確にしたいと考え

ております。 

   さらに、限られた数の優先課題に対して、政府としては横断的に人員と予算を

集中投入したいと考えておりますので、今後、本日のこの素案を基にして、最終

案のとりまとめに向けて、必要な作業を更に加速していかねばならないと思って

おりますので、よろしくお力添えのほどお願い申し上げます。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） 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。ありがとうございました。 

（以 上） 


