安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

1

2006 10月13日 経済財政諮問会議の今後の運営方針に
ついて

2

2006 10月24日 (1)重点改革分野について
(2)集中審議(1):
集 審議
地方の改革
革

3

2006 11月2日 (1)集中審議(2)： グローバル化改革

(2)マクロ経済運営について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
(有識者)「創造と成長にむけて」
尾身議員提出資料
経済成長戦略の具体化に向けた課題（甘利議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(有識者)「創造と成長」のための7大重点改革分野
今後の成長戦略の進め方について(甘利議員提出資料)
地方分権改革について(菅議員提出資料)
議
(有識者)抜本的な地方分権改革について
有 者抜
権 革
尾身議員提出資料
地方分権改革と地域経済の活性化(甘利議員提出資料)
魅力ある地方・自律する地方を創る地方分権改革について(参
考資料)(菅議員提出資料)
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(有識者)グローバル化改革に向けて
経済連携協定（EPA）に関する取組の現状と今後の方針につい
て（麻生臨時議員提出資料）
（参考資料）グローバル戦略における「今後1年程度のEPA工
程表
程表」とその進捗状況（内閣府）
進捗状
府
（参考資料）経済連携協定（EPA）に関する取組の現状と今後
の方針について（麻生臨時議員提出資料）
グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（松岡臨
時議員提出資料）
グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（参考資
料）（松岡臨時議員提出資料）
グローバル化が進展する中での農林水産政策の改革（追加参
考資料）（松岡臨時議員提出資料）
戦略的EPAの推進とWTO交渉の早期再開・妥結（甘利議員提
出資料）
戦略的EPAの推進とWTO交渉の早期再開・妥結（参考資料）
（甘利議員提出資料）
アジアワイドの成長戦略について（甘利議員提出資料）
ジ
イド 成長戦略
（甘利議員提出資料）
当面の経済動向（内閣府）
福井議員提出資料
経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料）
(有識者)マクロ経済運営について
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/item3.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1013/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1024/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item8 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1102/report.html
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年
4

月日

テーマ

(1)集中審議(3)
2006 11月10日
1.社会保障改革

2.公共投資改革

(2)平成19年度予算編成の基本方針について
（事項案）

5

6

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
(有識者)抜本的な社会保障改革について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item1.pdf

「社会保障改革」（柳澤臨時議員提出資料）
「社会保障改革」（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
社会保障改革について（菅議員提出資料）
社会保障制度改革に向けた課題（甘利議員提出資料）
(有識者)公共投資改革の加速について
公共投資改革と「創造と成長」のための取組（冬柴臨時議員提
出資料）
公共投資改革と「創造と成長」のための取組（参考資料）（冬柴
長
臨時議 提 資
臨時議員提出資料）
公共投資改革について（菅議員提出資料）
「平成19年度予算編成の基本方針」事項案
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item9 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item5.pdf

(1) 平成19 年度予算編成の基本方針（案）につ
平成19年度予算編成の基本方針（案）
いて
(有識者)平成19年度予算に向けて
平成19年度予算の編成等に関する建議のポイント（尾身議員
提出資料）
平成19年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会）
(2) 集中審議(4)：税制について
集中審議
税制
本間税制調査会会長提出資料
本 税制 査会会 提出資料
(有識者)税制改革の議論について
税制改革について（甘利議員提出資料）
アジア・ゲートウェイ構想について（根本内閣総理大臣補佐官
(3) アジア・ゲートウェイ構想について
提出資料）
地域活性化策に関する政府の取組について（佐田臨時議員提
(4) 地域活性化について
出資料）
地域活性化策に関する政府の取組について（参考資料）（佐田
臨時議員提出資料）(
頑張る地方応援プログラムについて（菅議員提出資料）
頑張る地方応援プログラムについて（参考資料）（菅議員提出
資料）
民間主導による自立的な地域経済構造の実現に向けて（甘利
議員提出資料
(5) その他
資産債務等専門調査会の改組について（内閣府）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
2006 11月30日 (1) 平成19年度予算編成の基本方針について 平成19年度予算編成の基本方針
(2) 集中審議(5)：再チャレンジ支援・労働市場
再チャレンジ支援策の総合的推進（山本臨時議員提出資料）
改革
2006 11月24日

リンク

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item6.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item11 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/interview.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/report html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1110/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item3.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/zaiseia181122/zaiseia181122.htm

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item14.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item10 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1124/report.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item2.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ
1.再チャレンジ支援
2 労働ビッグバン
2.労働ビッグバン
3.ハローワーク

7

2006 12月7日

(1) 集中審議(6)：
1.規制改革

2.公務員制度改革
(2) 新中期方針（事項案）について

8

2006 12月14日 (1) 新中期方針（原案）について

9

2006 12月20日 (1) 平成19年度政府経済見通しについて

(2) 平成19年度予算編成等について
(3) 集中審議(7)：生産性改革

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
再チャレンジ支援策の総合的推進（参考資料）（山本臨時議員
提出資料）
事業の再チャレンジ支援について（甘利議員提出資料）(
(有識者)複線型でフェアな働き方に
労働市場改革について（柳澤臨時議員提出資料）
労働市場改革について（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
(有識者)ハローワークへの市場化テストの導入について
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
議 ポ
規制改革・民間開放推進会議の活動報告と今後の展望（草刈
規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）
規制改革・民間開放推進会議の活動報告と今後の展望（参考
資料）（草刈規制改革・民間開放推進会議議長提出資料）
(有識者)安倍内閣における規制改革の進め方について
規制改革の推進に向けて（甘利議員提出資料）
(有識者)公務員制度改革について
公務員制度改革の方向性について（佐田臨時議員提出資料）
公務員制度改革の推進について（菅議員提出資料）
「日本経済の進路と戦略（仮称）」の事項案
「新中期方針」について（尾身議員提出資料）
グローバル化改革専門調査会の設置について（内閣府）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
「日本経済の進路と戦略」（仮称）（原案）
(有識者)『進路と戦略』の策定にあたって
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
平成19年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（ポイ
ント）（内閣府）
平成19年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成
18年12月19日閣議了解）
年 月
閣議 解）
平成19年度予算編成について（尾身議員提出資料）
参考資料（尾身議員提出資料）
構造改革評価報告書6 ポイント（内閣府）
構造改革評価報告書6（内閣府）
(有識者)生産性改革について
人口減少下におけるICTを活用した生産性向上と経済成長（菅
議員提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item3.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item4 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1130/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item3 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1207/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1214/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item1.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item7 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item5.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

10 2006 12月26日 (1) 平成19年度予算案について
(2) 新中期方針（案）について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
人口減少下におけるICTを活用した生産性向上と経済成長（参
考資料）（菅議員提出資料）
生産性改革の推進について（甘利議員提出資料）
生産性改革の推進について（参考資料）（甘利議員提出資料）
頑張る地方応援プログラム（案）について（参考資料）（菅議員
提出資料）
労働市場改革専門調査会の設置について（内閣府）
(有識者)労働市場改革専門調査会の検討項目についての意
議事次第
議事要旨
議
記者会見
者
会議レポート
平成19年度予算編成について（尾身議員提出資料）
平成19年度予算（政府案）のポイント（参考資料）（尾身議員提
出資料）
日本経済の進路と戦略（仮称）（案）
財政健全化の中期的目標及び平成19年度予算案との関係に
ついて（内閣府）
「進路と戦略」第４章及び参考試算について（尾身議員提出資
「生活者としての外国人」に関する総合的対応策（塩崎議員提
出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
者会
会議レポート

(1) 新中期方針（「日本経済の進路と戦略」）に
日本経済の進路と戦略
ついて
「日本経済の進路と戦略」について（参考資料）（菅議員提出資
(2) 今後の諮問会議の進め方について
(有識者)平成19年の諮問会議の課題
成長戦略実現への取組について（甘利議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
平成19年の経済財政諮問会議における主な課題（大田議員提
12 2007 1月29日 (1) 今後の諮問会議の進め方について
出資料）
( ) 政府改革について
(2)
政府改革
：
公務員制度改革について（渡辺臨時議員提出資料）
1.公務員制度改革
株式会社日本政策金融公庫法案（仮称）について（渡辺臨時
2.政策金融改革
議員提出資料）
株式会社日本政策投資銀行法案（仮称）について（尾身議員
提出資料）
株式会社商工組合中央金庫法案（仮称）について（甘利議員
提出資料）
11 2007 1月18日

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item6.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item12 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1220/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2006/1226/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item3 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0118/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item5.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ
(3) マクロ経済運営について

13 2007 2月16日 (1)「成長力底上げ戦略」について

(2) 規制改革、構造改革特区について

(3) 市場化テストについて

14 2007 2月27日

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
地方公共団体公営企業金融機構（仮称）について（菅議員提
出資料）
マクロ経済状況について（内閣府）
福井議員提出資料
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
「成長力底上げ戦略」（基本構想）（概要）（「成長力底上げ戦
略」構想チーム提出資料）
「成
「成長力底上げ戦略」（基本構想）（「成長力底上げ戦略」構想
底 げ戦略 基 構想 「成
底 げ戦略 構想
チーム提出資料）
「成長力底上げ戦略」（基本構想）（参考資料）（「成長力底上げ
戦略」構想チーム提出資料）
規制改革・構造改革特区の取組みについて（渡辺臨時議員提
出資料）
規制改革会議の検討の方向性（草刈規制改革会議議長提出
資料）
(有識者)規制大国からの脱却と消費者主権の確立を
規制改革について（甘利議員提出資料）
市場化テストの今後の進め方について（落合官民競争入札等
監理委員会委員長提出資料）
(有識者)公共サービスの全面的な改革のために
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート

(1) 生産性加速プログラムに向けて：
大田議員提出資料
1.生産性向上と成長力強化の全体像について
2 イノベーション25について
2.イノベーション25について
「イノベーション25」中間とりまとめ（概要）（高市臨時議員提出
「イノベーション25」中間とりまとめ（高市臨時議員提出資料）
イノベーション創出のための取組について（伊吹臨時議員提出
資料）
新しいイノベーションの方向性（甘利議員提出資料）
3.大学・大学院改革について
(有識者)成長力強化のための大学・大学院改革について
大学・大学院改革への取組み（伊吹臨時議員提出資料）
大学 大学院改革
大学・大学院改革への取組み（参考配布資料）（伊吹臨時議員
取組 （参考 布資料）（伊吹臨時議員
提出資料）
高等教育改革への期待（甘利議員提出資料）
高等教育改革への期待（参考資料）（甘利議員提出資料）
4.ITの活用について
(有識者)ITによる生産性の加速を実現するために
ICT産業の国際競争力強化と生産性向上（菅議員提出資料）
ITを活用した生産性の向上について（甘利議員提出資料）
IT戦略本部における取組について（高市臨時議員提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item7.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item8 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0129/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0216/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item2.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item2 pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/chukan/chukan.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item9.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item10 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item11.pdf
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通算 年

月日

テーマ

15 2007 3月16日 (1) 公務員制度改革について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
ICT産業の国際競争力強化と生産性向上（参考資料）（菅議員
提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
公務員制度改革について（渡辺臨時議員提出資料）
(有識者)公務員制度改革について

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0227/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item2.pdf

(2) 社会保障改革（高コスト構造是正プログラ
医療・介護サービスの「質向上・効率化」プログラム（仮称）のメ http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item3.pdf
長
ム）、及び、医療・バイオ分野の成長戦略の確
ニューについて（柳澤臨時議員提出資料）
立（成長可能性の拡大戦略
成
能性
戦略 その１）について
医療・介護サービスの「質向上・効率化」プログラム（仮称）のメ http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item7.pdf
ニューについて（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
医薬品・医療機器分野のイノベーション創出に向けて（柳澤臨 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item4.pdf
時議員提出資料）
医薬品・医療機器分野のイノベーション創出に向けて（参考資 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item8.pdf
料）（柳澤臨時議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item5.pdf
(有識者)社会保障改革について
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item6.pdf
(有識者)医療・バイオ分野の成長戦略の確立
公立病院の経営効率化について（参考資料）（菅議員提出資 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0316/report.html
会議 ポ
会議レポート
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item1.pdf
16 2007 3月27日 (1) 公務員制度改革について
公務員制度改革について（渡辺臨時議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item2.pdf
(有識者)公務員制度改革について
(2) アジア・ゲートウェイ構想について（中間論 アジア・ゲートウェイ構想について（根本内閣総理大臣補佐官 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item3.pdf
点整理）
提出資料）
アジア・ゲートウェイ構想について（参考資料）（根本内閣総理 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item9.pdf
大臣補佐官提出資料）
アジア・ゲートウェイ構想 中間論点整理 （根本内閣総理大臣 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item10.pdf
補佐官提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item4.pdf
(3) 空港・港湾の改革及び航空自由化について (有識者)空港・港湾の真の24時間稼働の実現を
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item5.pdf
(有識者)航空開放の実現を
空港・港湾の改革及び航空自由化について（冬柴臨時議員提 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item6.pdf
出資料）
空港 港湾 改革及び航空自由化
空港・港湾の改革及び航空自由化について（参考資料）（冬柴
（参考資料）（冬柴 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item11.pdf
臨時議員提出資料）
ICTを活用したアジア・ゲートウェイ機能の強化（菅議員提出資 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item7.pdf
ICTを活用したアジア・ゲートウェイ機能の強化（参考資料）（菅 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item12.pdf
議員提出資料）
我が国企業の活動実態に即応した航空・港湾改革（甘利議員 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item8.pdf
提出資料）
国の資産・債務改革に関する「工程表」について（尾身議員提 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item13.pdf
出資料）
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

17 2007 4月6日 (1) ハローワークについて

(2) 労働市場改革について

18 2007 4月17日

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
ハローワークとILO条約に関する懇談会報告書について（花見
ハローワークとILO条約に関する懇談会座長提出資料）
ハローワークとILO条約に関する懇談会報告書（花見ハロー
ワークとILO条約に関する懇談会座長提出資料）
(有識者)ハローワークへの市場化テストの導入
ハローワークについて（柳澤臨時議員提出資料）
議
ハローワークについて（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
参考資
柳 臨時議 提 資
労働市場改革専門調査会第1次報告（骨子）（八代労働市場改
革専門調査会会長提出資料）
(有識者)『働き方を変える行動指針』の策定に向けて
労働市場改革について（柳澤臨時議員提出資料）
労働市場改革について（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
労働市場改革専門調査会第1次報告（八代労働市場改革専門
調査会会長提出資料）
(有識者)「基本方針2006」の総点検について
「経済成長戦略大綱」の進捗状況について（甘利議員提出資
「経済成長戦略大綱」の進捗状況について（参考資料）（甘利
議員提出資料）
日本の生産性の現状（内閣府）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート

(1) 生産性加速プログラム（仮称）：その1（成長
（有識者）成長力加速プログラムについて
可能性拡大戦略）
（有識者）成長可能性拡大戦略の策定に向けて
大学改革とその基盤となる教育再生への取組（伊吹臨時議員
提出資料）
大学改革について（尾身議員提出資料）
ユビキタス特区構想（菅議員提出資料）
「成長可能性拡大戦略」について（甘利議員提出資料）
（有識者）家計金融資産1500兆円を成長力強化へ
我が国金融 資本市場 国際競争力 強化
我が国金融・資本市場の国際競争力の強化について（山本臨
（山本臨
時議員提出資料）
経済成長戦略から見た金融・資本市場改革（甘利議員提出資
成長力強化への三重奏（案）（大田議員提出資料）
大学改革とその基盤となる教育再生への取組（参考資料）（伊
吹臨時議員提出資料）
(2) グローバル化改革（金融・資本市場）につい グローバル化改革専門調査会金融・資本市場ワーキンググ
て
ループ論点整理（参考資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/interview.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/report html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0327/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0406/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item1.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item12.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

19 2007 4月20日 (1) IT革新
(2) 官製市場の革新

(3) 地域経済の成長力向上

20 2007 4月25日 (1) 税制改革について
( ) 歳出・歳入一体改革について
(2)
歳出 歳
体改革

(3) 成長力加速プログラムについて

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
我が国金融・資本市場の国際競争力の強化について（参考資
料）（山本臨時議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
IT政策の取組について（高市臨時議員提出資料）
（有識者）サービス革新戦略の構築に向けて
ICT改革促進プログラム（菅議員提出資料）
サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて
（甘利議員提出資料）
議 提 資
ITによる生産性向上の加速化に向けて（甘利議員提出資料）
ITによる生産性改革を支えるセキュリティ基盤の重要性（塩崎
議員提出資料）
サービス革新戦略について（尾身議員提出資料）
集中改革プログラムについて（草刈規制改革会議議長提出資
（有識者）地域経済の成長力向上に向けた「包括戦略」を
地域経済の成長力向上について（菅議員提出資料）
地域経済力の向上について（甘利議員提出資料）
IT新改革戦略政策パッケージの概要について（参考資料）（高
市臨時議員提出資料）
ICT改革促進プログラム（参考資料）（菅議員提出資料）
サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて
（参考資料）（甘利議員提出資料）
参考資料 甘 議員提出資料
ITによる生産性向上の加速化に向けて（参考資料）（甘利議員
提出資料）
地域力発掘支援新戦略（地域活性化政策体系）について（参
考資料）（渡辺臨時議員提出資料）
投資環境整備に対する海外からの主たる要望事項（内閣府）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
香西税制調査会会長提出資料
（有識者）税制改革の基本哲学について
税制改革に向けての基本的な視点について（甘利議員提出資
（有識者）歳出・歳入一体改革について
（有識者）歳出 歳
体改革
歳出・歳入一体改革について（尾身議員提出資料）
歳出・歳入一体改革について（菅議員提出資料）
地域間の財政力差の縮小について（菅議員・尾身議員提出資
安倍政権の成長戦略について（甘利議員提出資料）
成長力加速プログラム
成長力加速プログラム・タスクフォースの設置について（内閣
議事次第
議事要旨

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0417/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item3.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item4 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item8.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item9 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item13.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item14 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item16.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item17.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0420/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item9.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item10 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/shimon-s.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

21 2007 5月8日

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

テーマ
(1) 歳出・歳入一体改革（公務員人件費改革）
について

(2) 公共投資改革について

(3) 政府の資産・債務改革について
政府 資産 債務改革

(4) マクロ経済運営について

22 2007 5月9日 (1) グローバル化改革（EPA・農業）について

(2) ハローワークについて
(3) 独立行政法人改革について

民間議員ペーパーほか説明資料

リンク

記者会見
会議レポート

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0425/report.html

技能労務職員等の給与について（菅議員提出資料）
議

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item1.pdf

真に必要な社会資本整備と公共事業改革への取組（冬柴臨時
議員提出資料）
歳出・歳入一体改革について（平成19年4月25日 有識者議員
提出資料）
公共投資・地方公共団体の入札契約制度改革について（菅議
員説明資料）
我が国産業の国際競争力を高めるためのインフラ整備（甘利
が 産
際競争
高
整
議員提出資料）
公共投資について（有識者議員提出資料）
技能労務職員等の給与について（参考資料）（菅議員提出資
真に必要な社会資本整備と公共事業改革への取組（参考資
料）（冬柴臨時議員提出資料）
「資産債務改革の実行等に関する専門調査会」についての報
告 （八代資産債務改革の実行等に関する専門調査会会長）
資産債務改革の加速について（有識者議員提出資料）
地方公共団体の資産・債務改革について（菅議員提出資料）
マクロ経済状況について（内閣府）
福井議員提出資料
経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
経済連携協定（EPA）交渉の加速とWTO交渉の早期妥結に向
けて（有識者議員提出資料）
強い農業への第一歩（有識者議員提出資料）
経済連携協定（EPA）等について（麻生臨時議員提出資料）
グローバル化の中での農政の展開（松岡臨時議員提出資料）
今後のEPA戦略について（甘利議員提出資料）
グローバル化改革専門調査会第一次報告（伊藤グローバル化
改革専門調査会会長提出資料）
強い農業への第一歩（参考資料）（有識者議員提出資料）
当
当面の経済連携協定（EPA）交渉について＜EPA
経済連携協定（
）交渉
交渉に関す
交渉 関す
る工程表＞ （麻生臨時議員提出資料）
グローバル化の中での農政の展開（参考資料）（松岡臨時議員
提出資料）
今後のEPA戦略について（参考資料）（甘利議員提出資料）
ハローワークについて（柳澤臨時議員提出資料）
ハローワークの市場化テストについて（有識者議員提出資料）
独立行政法人のゼロベースでの見直しを（有識者議員提出資
独立行政法人の成果と改革の加速について（菅議員提出資

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item4.pdf

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0508/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item2.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item11.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item12 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item14.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

23 2007 5月15日 (1) 地球環境問題について

(2) 社会保障制度改革について

(3) 税制改革について

24 2007 5月25日 (1) 地方分権改革について

(2) アジア・ゲートウェイ構想について

(3) 規制改革について
(4) 「基本方針2007」に向けて

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
政策評価の機能の発揮に向けて（菅議員提出資料）
独立行政法人の成果と改革の加速について（参考資料）（菅議
員提出資料）
政策評価の機能の発揮に向けて（参考資料）（菅議員提出資
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムについて（柳
澤臨時議員提出資料）
革新的医療品・医療機器創出のための5か年戦略について（柳
澤臨時議員提出資料）
社会保障改革について（有識者議員提出資料）
公立病院改革について（菅議員提出資料）
医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムについて（参
考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
革新的医療品・医療機器創出のための5か年戦略について（参
考資料）（柳澤臨時議員提出資料）
新健康フロンティア戦略（概要）（塩崎議員提出資料）
香西税制調査会会長提出資料
税制改革の基本哲学について（平成19年4月25日有識者議員
提出資料）
税制改革に向けての基本的な視点について（甘利議員提出資
税
改
本
視
議員提 資
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料
丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（参考資料）
地方税財政改革による自治の確立（有識者議員提出資料）
国の出先機関の大胆な見直し（有識者議員提出資料）
地方分権改革について（菅議員提出資料）
尾身議員提出資料
アジア・ゲートウェイ構想について（根本内閣総理大臣補佐官
提出資料）
航空自由化（オープンスカイ）の促進に向けて（有識者議員提
議
出資料）
資
アジア・ゲートウェイ構想
規制改革会議第一次答申について（草刈規制改革会議議長
提出資料）
「基本方針2007」の策定に向けて（有識者議員提出資料）
内閣総理大臣指示
議事次第
議事要旨

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item16.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item17.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item17 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0509/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0515/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item10.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item6.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item7 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item12.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/shimon-s.pdf
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26

27

28
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記者会見
会議レポート
2007 5月28日 (1) 地域経済の成長力向上について
「地域力再生機構（仮称）」の創設について（有識者議員提出
地域産業の再生について（渡辺臨時議員提出資料）
(2) 公務員制度改革について
公務員制度の更なる改革への論点（有識者議員提出資料）
(3) 「基本方針2007」に向けて
基本方針2007骨子案
経済成長戦略大綱のローリング・改定について（甘利議員提出
資料）
経済成長戦略大綱（改定案）
経済成長戦略大綱
長
工程表（改定案）
表
議事 第
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 教育再生（大学・大学院改革を中心に）につ 教育再生会議第二次報告について（山谷内閣総理大臣補佐
2007 6月4日
いて
官提出資料）
教育の再生について（伊吹臨時議員提出資料）
大学・大学院改革について（有識者議員提出資料）
教育再生会議第二次報告（山谷内閣総理大臣補佐官提出資
(2) 少子化対策について
少子化対策について（高市臨時議員提出資料）
少子化対策の進め方について（有識者議員提出資料）
少子化対策について（参考資料）４分科会の「議論の整理」（高
市臨時議員提出資料）
少
少子化対策について（参考資料）関連データ等（高市臨時議員
対策
参考資料 関連デ タ等 高市臨時議員
提出資料）
(3) 「基本方針2007」に向けて
基本方針2007（素案）
我が国経済社会の基盤としての安心・安全の確立（参考資料）
（菅議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
2007 6月12日 (1) 「基本方針2007」に向けて
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）
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
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
2007 6月19日 (1) 「基本方針2007」について
経済財政改革の基本方針2007
「基本方針2006」 別紙の主要な分野における制度改革等の
取組（内閣府）
内閣総理大臣からの諮問第20号について
経済財政改革の基本方針2007について（概要図）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0525/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item1.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0528/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item2.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0604/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/item2.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/zaiseia190606/zaiseia190606.htm

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0612/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item4.pdf
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29

30

31

32

33

月日

テーマ

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料

経済財政改革の基本方針2007のポイント
経済成長戦略大綱（平成19年6月19日改定）（甘利議員提出資
国有財産の有効活用に関する報告書（尾身議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
2007 8月6日 (1) 今後の諮問会議の進め方について
19年後半の審議について（有識者議員提出資料）
(2) 経済の現況と今後のマクロ経済運営につい 日本経済の現状について（内閣府）
(3) 「平成20年度予算の全体像」について
平成19年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府）
福 議 提 資
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）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
2007 8月7日 (1) 「平成20年度予算の全体像」について
平成20年度予算の全体像
(2) 「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報 「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告＜概要＞（増田
告について
「地域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料）
「地域力再生機構（仮称）」の創設について（有識者議員提出
「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告（増田「地域力再
生機構（仮称）」研究会座長提出資料）
議事次第
議事 旨
議事要旨
記者会見
会議レポート
2007 8月9日 (1) 平成20年度概算要求基準について
平成20年度概算要求基準について（尾身議員提出資料）
平成20年度の地方行財政の運営について（菅議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 経済財政諮問会議の今後の運営方針につ
2007 10月4日
改革の継続と安定した成長のために（有識者議員提出資料）
いて
平成20年度予算の概算要求について（参考資料)
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と 社会保障と税の一体的改革の推進について（有識者議員提出
2007 10月17日
資料）
税）について
1. 給付と負担の選択肢
給付と負担の選択肢について（有識者議員提出資料）
2 医療
2.
「社会保障政策」の課題と対応の方向性（舛添臨時議員提出
甘利議員提出資料
医療制度改革について（有識者議員提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item6.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20070615/houkoku.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0619/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0806/report.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0807/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/item0.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0809/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/0800/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1004/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item3 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item5.pdf
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リンク

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item6.pdf
今後の医療の課題（有識者議員提出資料）
「社会保障政策」の課題と対応の方向性（参考資料）（舛添臨 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item8.pdf
時議員提出資料）
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item7 pdf
(2) 地域経済の建て直しについて
地域力再生機構（仮称）の検討状況について（大田議員提出 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1017/report.html
会議レポート
(1) 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と 持続可能な基礎年金制度の構築に向けて（有識者議員提出資 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item1.pdf
34 2007 10月25日
料）
税）について（年金）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item2.pdf
年金制度をめぐる課題（舛添臨時議員提出資料）
金 度
臨時議 提 資
年金制度をめぐる課題（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item5.pdf
年金制度について（有識者議員提出資料）
(2) 地域経済の建て直しについて
地域力再生機構（仮称）の検討状況について（大田議員提出 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item4.pdf
第三セクター改革の取組（増田議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/item0.pdf
議事次第
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/shimon-s pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1025/report.html
会議レポート
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item1.pdf
35 2007 11月1日 (1) 地域経済の建て直しについて
農地政策の展開方向（若林臨時議員提出資料）
http://www.boj.or.jp/type/release/teiki/tenbo/data/gor0710.pdf
1. 農地改革について
経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item2.pdf
日本の農業に夢と希望を（有識者議員提出資料）
日本の農業に夢と希望を（参考資料）（有識者議員提出資料） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item8.pdf
農地政策
農地政策の展開方向（参考資料）（若林臨時議員提出資料）
開方向 参考資料 若林臨時議員提出資料
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item3.pdf
2. 地域経済の建て直しの新プランについて
地域経済建て直しに向けて（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item4.pdf
地域経済の建て直しについて（額賀議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item5.pdf
(2) マクロ経済運営について
マクロ経済状況について（内閣府提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item6.pdf
福井議員提出資料
(3)「事業の仕分け」について
21世紀型の政府機能の構築に向けて（有識者議員提出資料） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item7.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1101/report.html
会議レポート
(1) 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item1.pdf
36 2007 11月8日
香西税制調査会会長提出資料
税）について（税体系）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item2.pdf
税体系の抜本的改革について（有識者議員提出資料）
税制調査会
税制調査会のこれまでの審議における主な意見（香西税制調
れま
審議 おける主な意見（香 税制調 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item10.pdf
査会会長提出資料）
社会保障と一体的な税制に向けた取組について（メリット及び http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item10.pdf
課題・留意点）（有識者議員提出資料）
地方の元気が日本の力（（第1）地方再生に向けた取組（省庁・ http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item3.pdf
(2) 地域経済の建て直しについて
施策横断による支援策））（増田臨時議員提出資料）
地方の元気が日本の力（（第2）「地方と都市の共生」プログラム http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item4.pdf
1. 地域経済の建て直しの新プランについて
地域経済 建 直
新プ
（地方税財政上の対応）（増田議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item5.pdf
額賀議員提出資料
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「農商工連携」促進等による地域経済活性化のための取組の
検討について（甘利議員提出資料）
成長力強化に向けて（内閣府提出資料）
2 中小企業の生産性改革について
2.
中小企業の生産性向上に向けて（甘利議員提出資料）
中小企業の生産性改革について（有識者議員提出資料）
地方の元気が日本の力（参考資料）（増田臨時議員提出資料）
中小企業の生産性向上に向けて（参考資料）（甘利議員提出
中小企業の生産性向上に向けて（中小企業生産性向上プロ
ジェクト【骨子】）（甘利議員提出資料）
議事次第
議
議事
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と 医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況に
37 2007 11月14日
税）について
ついて（舛添臨時議員提出資料）
医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況に
1. 医療・介護のコスト構造是正策について
ついて（参考資料）（舛添臨時議員提出資料）
2. 議論の整理について
公立病院改革について（増田議員提出資料）
診療報酬体系の見直しに向けて（有識者議員提出資料）
社会保障と税の一体的改革の推進について（議論の整理）（大
田議員提出資料）
(2) 地域経済の建て直しについて（地方分権改 丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料
丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（参考資料）
地方分権 加速 向
地方分権の加速に向けて（有識者議員提出資料）
有識者議員提出資料
(3) 平成20年度予算編成の基本方針（事項案）
「平成20年度予算編成の基本方針」事項案
について
「中小企業生産性向上プロジェクト」のポイント（甘利議員提出
資料）
中小企業生産性向上プロジェクト（甘利議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
38 2007 11月26日 (1) 公共投資改革について
地方再生に向けた冬柴プラン（冬柴臨時議員提出資料）
地方再生に向けた冬柴プラン（参考資料）（冬柴臨時議員提出
資料）
道路 中期計 （素案）（冬柴臨時議員提出資料）
道路の中期計画（素案）（冬柴臨時議員提出資料）
道路の中期計画（素案）（本体）（冬柴臨時議員提出資料）
公共投資改革に向けて（有識者議員提出資料）
航空自由化工程表について（参考資料）（冬柴臨時議員提出
(2) 平成20年度予算編成の基本方針（案）につ
平成20年度予算編成の基本方針（案）
いて
平成20年度予算の基本的考え方について（有識者議員提出資
平成20年度予算の編成等に関する建議のポイント（額賀議員
提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item7.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item8 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item11.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1114/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item2.pdf
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/06/061113_.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item4.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item5 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item6.pdf
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平成20年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会）
政策評価の重要対象分野の選定等についての意見（増田議
(3) 政策評価について
員提出資料）
政策評価の重要対象分野の選定等についての意見（参考資
料）（増田議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
39 2007 12月3日 (1) 平成20年度予算編成の基本方針について 平成20年度予算編成の基本方針
内閣総理大臣からの諮問第21号について
総
諮 第
(2) 「日本経済の進路と戦略」（事項案）について「日本経済の進路と戦略（副題）」の事項案
「日本経済の進路と戦略」の策定に向けて（有識者議員提出資
(3) 地域経済建て直しの新プランについて
地方再生戦略（増田臨時議員提出資料）
地方再生戦略（参考資料）（増田臨時議員提出資料）
地方経済再生のための取組について（甘利議員提出資料）
地方経済再生のための緊急プログラム（参考資料）（甘利議員
提出資料）
農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）
促進等による地域経済活性化のための取組について（参考資
料）（甘利議員提出資料）
(4) 「成長力底上げ戦略」について（ジョブ・カー
成長力底上げ戦略の推進状況について（大田議員提出資料）
ド、最低賃金等）
誰もが能力を発揮 きる労働市場 向
誰もが能力を発揮できる労働市場に向けて（有識者議員提出
有識者議員提出
資料）
成長力底上げ戦略の推進状況について（参考資料）（大田議員
提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) グローバル化改革（金融・資本市場）につい 金融・資本市場競争力強化プランについて（渡辺臨時議員提
40 2007 12月14日
て
出資料）
我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて（有識者議員提
出資料）
我が国金融・資本市場の競争力強化に向けて（参考資料）（内
閣府）
「金融・資本市場競争力強化プラン」について（甘利議員提出
「金融・資本市場競争力強化プラン」について（参考資料）（甘
利議員提出資料）
(2) 規制改革について
規制改革の取組について（岸田臨時議員提出資料）
規制改革会議－検討の方向性（草刈規制改革会議議長提出
資料）
いわゆる「混合診療」について（舛添臨時議員提出資料）

リンク
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/tosin/zaiseia191119/zaiseia191119.htm

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/116/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1126/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/shimon-s.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/interview html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1203/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item2.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item13 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item6.pdf
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(3) 新成長戦略について

(4) 「日本経済の進路と戦略」（原案）について
「
経済 進路 戦略

41 2007 12月21日

(1) 「地域力再生機構（仮称）」研究会・最終報
告について

(2) 平成20年度政府経済見通しについて

(3) 平成20年度予算編成等について
( ) 少子化対策について
(4)
少 化対策

42 2007 12月26日 (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

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
いわゆる「混合診療」について（参考資料）（舛添臨時議員提出
資料）
患者の立場にたった混合診療の拡大を（有識者議員提出資
「つながり力と環境力」の成長戦略（基本骨格）（大田議員提出
資料）
危機感を共有して新たな成長の姿を（有識者議員提出資料）
「新たな経済成長戦略」について（甘利議員提出資料）
ICTによる成長力強化に向けて（増田議員提出資料）
「成長力加速プログラム」の中間的フォローアップ結果について
長
（成長力加速プログラム・タスクフォース提出資料）
日本経済の進路と戦略（原案）
経済 進路 戦略
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
「地域力再生機構（仮称）」研究会 最終報告の要旨（高木「地
域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料）
地域力再生機構による地域経済の本格的な浮揚を（有識者議
員提出資料）
中小企業再生支援について（甘利議員提出資料）
「地域力再生機構（仮称）」研究会 最終報告概要（内閣府）
「地域力再生機構（仮称）」研究会 最終報告 （高木「地域力再
生機構（仮称）」研究会座長提出資料）
平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（ポイ
成 年度 経済 通
経済財政運営 基本的態度 ポ
ント）（内閣府）
平成20 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 （平
成19年12月19 日閣議了解）
平成20年度予算編成について（額賀議員提出資料）
参考資料（額賀議員提出資料）
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進と少子化
対策について（上川臨時議員提出資料）
働きながら安心して子どもを産める社会に（有識者議員提出資
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進と少子化
対策について（参考資料）（上川臨時議員提出資料）
金融・資本市場競争力強化プラン（金融庁）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
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）
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
議事次第

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item16.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1214/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1221/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/item3.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20071130/01.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/item0.pdf

16 / 24

安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

43 2008 1月17日 (1) 国土形成計画について

(2) 「日本経済の進路と戦略」について
(3) 今後の諮問会議の進め方について
(4) 新成長戦略について

44 2008 1月31日 (1) マクロ経済運営について
(2) 経済成長戦略について

(3) 今後の諮問会議の進め方について

45 2008 2月15日 (1) 「新雇用戦略」について

(2) 対日直接投資について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
議事要旨
記者会見
会議レポート
国土形成計画について（冬柴臨時議員提出資料）
地方主役の国土形成計画に（有識者議員提出資料）
国土形成計画について（参考資料）（冬柴臨時議員提出資料）
国土形成計画（全国計画）（原案）（参考資料）（冬柴臨時議員
提出資料）
日本経済の進路と戦略
平成20年の経済財政諮問会議の課題について（有識者議員
議
議
提 資
提出資料）
「つながり力と環境力」の成長戦略について（有識者議員提出
資料）
各国の一人当たりGDPと主要産業について（甘利議員提出資
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
福井議員提出資料
世界の資金の流れについて（内閣府提出資料）
経済成長戦略の主要な政策項目について（大田議員提出資
経済成長戦略の早期実行・検討着手に向けて（有識者議員提
出資料）
平成20年の経済財政諮問会議における主な課題（大田議員提
成 年 経済財政諮 会議 お る主な課 大 議員提
出資料）
平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成
20年1月18日閣議決定）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
成長戦略I：「新雇用戦略」の全体像（有識者議員提出資料）
労働市場改革専門調査会報告のポイント（八代労働市場改革
専門調査会会長提出資料）
「新雇用戦略」について（舛添臨時議員提出資料）
「新雇用戦略」について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料）
認定 ども園 放課後 どもプ
認定こども園、放課後子どもプランについて（渡海臨時議員提
（渡海臨時議員提
出資料）
開かれた国づくりのために（有識者議員提出資料）
対日直接投資の推進について（甘利議員提出資料）
労働市場改革専門調査会第2次報告（八代労働市場改革専門
調査会会長提出資料）
労働市場改革専門調査会第3次報告（八代労働市場改革専門
調査会会長提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1226/report.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item3.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item4 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/shimon-s.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/interview html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0117/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/cabinet/2007/2008mitoshi.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/shimon-s.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/interview html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0131/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/work/13/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/work/19/item1.pdf
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安倍･福田政権における2年間の経済財政諮問会議の記録
通算 年

月日

テーマ

46 2008 2月28日 (1) 業種別生産性の向上について

(2) 政府機能の見直しについて
1. 国と地方の仕分けについて
2. 官と民の仕分けについて

47 2008 3月18日 (1) 開かれた国づくりについて（経済連携等）

(2) 革新的技術特区（スーパー特区）について

48 2008 4月1日 (1) IT化について（電子政府）

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
対日直接投資に関する外資系企業の意識（参考資料）（甘利
議員提出資料）
呼び込め外資、地域の力（甘利議員提出資料）
「構造変化と日本経済」専門調査会の設置について（内閣府）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
業種別の生産性向上に向けて（有識者議員提出資料）
サービス産業の業種別生産性向上アクションプログラム策定
に向けて（甘利議員提出資料）
向
議 提 資
サービス産業の業種別生産性向上アクションプログラム策定
に向けて（参考資料）（甘利議員提出資料）(PDF:560KB)
国の地方支分部局（出先機関）の見直しの具体的方策〔提言〕
【概要】（全国知事会提出資料）
国の地方支分部局（出先機関）の見直しの具体的方策（提言）
（全国知事会提出資料）
政府機能の見直しに向けて（有識者議員提出資料）
市場化テストの推進について（落合官民競争入札等監理委員
会委員長提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議 ポ
会議レポート
開かれた国に向けて、一歩前へ（有識者議員提出資料）
経済連携協定（EPA）等について（高村臨時議員提出資料）
当面の経済連携協定（EPA）交渉について＜EPA交渉に関する
工程表（改訂版）＞（高村臨時議員提出資料）
経済連携協定（EPA）への取組（若林臨時議員提出資料）
経済連携協定（EPA）への取組（参考資料）（若林臨時議員提
出資料）
EPAの取組について（甘利議員提出資料）
「アジア経済・環境共同体」構想について（甘利議員提出資料）
農業の活性化に向けて（若林臨時議員提出資料）
農業の活性化に向けて（参考資料）（若林臨時議員提出資料）
イノベーションを支える「スーパー特区」の創設を（有識者議員
提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
使い勝手の悪い政府IT化の克服（有識者議員提出資料）
今後のIT政策への取組み（岸田臨時議員提出資料）
今後のIT政策への取組み（参考資料）（岸田臨時議員提出資
ICTによる行政効率化と成長力強化（増田議員提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item10.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/investment/0top/gaishi_jireisyu.htm
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item12 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0215/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item1.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0228/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item10.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item7 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0318/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item1.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item3.pdf
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http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料

ICTによる行政効率化と成長力強化（参考資料）（増田議員提
出資料）
電子政府の推進とITによるつながり力の強化について（甘利議
員提出資料）
電子政府と行政改革（渡辺臨時議員提出資料）
(2) 金融・資本市場の競争力強化について（株 厚みのある家計資産と株式市場のために（有識者議員提出資
料）
式市場等）
金融・資本市場の競争力強化について（渡辺臨時議員提出資
「基本方針2007」の総点検について（有識者議員、成長力加速
プログラム・タスクフォース提出資料）
⇒各項目の取組状況に関する詳細（「成長力加速プログラ
各
組
詳細 「成
速プ グ
ム」の項目）
⇒各項目の取組状況に関する詳細（「成長力加速プログラ
ム」以外の項目）
「経済成長戦略大綱」のフォローアップについて（甘利議員提出
資料）
「経済成長戦略大綱」のフォローアップについて（参考資料）（甘
利議員提出資料）
⇒「経済成長戦略大綱」工程表の各項目に対する取組状況
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
経済成長戦略における「環境力」の発揮について（有識者議員
経済成 戦略 お る「環境力 発揮
有識者議員
49 2008 4月8日 (1) 「環境力」の発揮について
提出資料）
地球環境と共生する21世紀型の成長のために（鴨下臨時議員
提出資料）
地球環境と共生する21世紀型の成長のために（参考資料）（鴨
下臨時議員提出資料）
「環境力」を活かす成長戦略（甘利議員提出資料）
「環境力」を活かす成長戦略（参考資料）（甘利議員提出資料）
地球温暖化問題とICT（増田議員提出資料）
地球温暖化問題とICT（参考資料）（増田議員提出資料）
(2) 「基本方針2008」について
「骨太方針2008」について（有識者議員提出資料）

50 2008 4月15日

(1) 革新的技術戦略について

(2) 「ムダ・ゼロ」を目指して

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item13.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item14.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item12.pdf
http://www.meti.go.jp/press/20080401006/20080401006.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0401/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item3.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item3 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item5.pdf

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0408/report.html
会議レポート
「革新的技術戦略」中間とりまとめ（岸田臨時議員提出資料） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item1.pdf
革新的技術戦略について（参考資料）（岸田臨時議員提出資料）http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item6.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item2 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item2.pdf
「革新的技術戦略」の推進に向けて（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item3.pdf
革新的技術戦略について（甘利議員提出資料）
国民本位の「ムダ・ゼロ」政府を目指して（1）（有識者議員提出資http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item4.pdf
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1. 民間経営ベストプラクティスについて
2. 行政関連公益法人の見直しについて

51 2008 4月23日 (1) 生活直結型産業について
(2) 「新雇用戦略」について

52 2008 5月9日 (1) 国際的人材強化について
1. 高度人材の受入れについて

2. 教育における国際化について

(2) マクロ経済運営について
(3) 政府機能の見直しについて

53 2008 5月14日 (1) 農業改革について

(2) 業種別生産性の向上について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料

リンク

国民本位の「ムダ・ゼロ」政府を目指して（2）（有識者議員提出資http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/interview html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0415/report.html
会議レポート
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item1.pdf
生活直結型産業の発展に向けて（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item2.pdf
生活直結型産業の発展に向けて（甘利議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item3.pdf
生活直結型産業とICT（増田議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item4.pdf
「新雇用戦略」について（舛添臨時議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item5.pdf
3年間で220万人の雇用充実に向けて（有識者議員提出資料）
議
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item6.pdf
労働力確保に向けた企業の取組（額賀議員提出資料）
確保 向
組 賀議 提 資
ソーシャルビジネスの振興について（参考資料）（甘利議員提 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item7.pdf
出資料）
「新雇用戦略」について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item8.pdf
産業・地域・教育が連携した雇用戦略（参考資料）（甘利議員提 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item9.pdf
出資料）
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0423/report.html
会議レポート
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item1.pdf
高度人材の受入れ拡大に向けて（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item2.pdf
高度外国人材の受入れについて（舛添臨時議員提出資料）
国際的人材強化について（参考資料）（舛添臨時議員提出資 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item3.pdf
国際的人材強化について（鳩山臨時議員提出資料）
際的 材強
鳩 臨時議員提出資料
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item4.pdf
高度外国人受入れ拡大に向けて（甘利議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item5.pdf
教育の大胆な国際化を（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item6.pdf
教育における国際化について（渡海臨時議員提出資料）
教育における国際化について（参考資料）（渡海臨時議員提出 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item11.pdf
資料）
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item7 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item7.pdf
白川議員提出資料
http://www.boj.or.jp/type/release/teiki/tenbo/gor0804b.pdf
経済・物価情勢の展望（白川議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item8.pdf
最近の物価賃金動向について（内閣府提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item9.pdf
政府機能見直しに向けて（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/item0.pdf
議事次第
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/shimon-s.pdf
議事要旨
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/interview.html
記者会見
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0509/report.html
会議 ポ
会議レポート
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item1.pdf
消費者のための農業改革を（有識者議員提出資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item2.pdf
食料供給力の強化に向けて（若林臨時議員提出資料）
食料供給力の強化に向けて（参考資料）（若林臨時議員提出 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item4.pdf
サービス産業の業種別生産性向上プログラム策定について
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item3.pdf
（甘利議員提出資料）
サービス産業の業種別生産性向上プログラム策定について
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item5.pdf
（参考資料）
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/item0.pdf
議事次第
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54 2008 5月20日 (1) 歳出・歳入一体改革について
1. 総論
2. 税制改革
(2) 対日直接投資について

(3) 航空自由化について

55 2008 5月23日 1) 「新雇用戦略」について（認定こども園）
(2) 金融・資本市場の競争力強化について
（公的年金基金）
(3) 地方分権改革・地方再生について
1. 地方分権改革
2. 地方再生

(4) 経済成長戦略案について

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/

民間議員ペーパーほか説明資料
議事要旨
記者会見
会議レポート
歳出・歳入一体改革について（有識者議員提出資料）
歳出・歳入一体改革について（額賀議員提出資料）
税制改革について（有識者議員提出資料）
対日投資有識者会議提言について（島田対日投資有識者会
議座長提出資料）
対日直接投資の抜本的な拡大に向けた5つの提言（島田対日
議 長
投資有識者会議座長提出資料）
対日投資の拡大に向けて（有識者議員提出資料）
資
向
有 者議 提 資
「投資先としての日本」の現状と課題（甘利議員提出資料）
諸外国の外資規制について（参考資料）（甘利議員提出資料）
利用者の立場に立った「空」の自由化を（有識者議員提出資
国土交通省における経済成長戦略に向けた取組（冬柴臨時議
員提出資料）
国土交通省における経済成長戦略に向けた取組（参考資料）
（冬柴臨時議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
認定こども園の改革について（有識者議員提出資料）
認定 ども園制度
認定こども園制度について（舛添臨時議員・渡海臨時議員提出
舛 臨時議員 渡海臨時議員提出
資料）
ガバナンスと体制を整えて、国民に有利な公的年金基金運用
を（有識者議員提出資料）
厚生年金・国民年金の積立金運用について（舛添臨時議員提
出資料）
丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（概要）
丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（参考資料)
地方分権の実現に向けて（有識者議員提出資料）
地方の元気が日本の力（（第1）地域の定住・自立を支える取組
について）（増田議員提出資料）
地方の元気が日本の力（（第2）平成21年度に向けた地域活性
化の取組）（増田臨時議員提出資料）
地方
地方の元気が日本の力（参考資料）（増田議員提出資料）
気が 本 力（参考資料）（増 議員提出資料）
人口減少を正面から受け止めて“まちの再設計”を（有識者議
員提出資料）
新たな発想で経済成長を続ける日本をめざして（有識者議員
提出資料）
「新たな経済成長戦略」について（甘利議員提出資料）
経済成長とICT（増田議員提出資料）
グローバル化改革専門調査会第二次報告（伊藤グローバル化
改革専門調査会会長提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0514/report.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0520/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item5.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item5 pdf
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai48/48gijishidai.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item7.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item11.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item12 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/global/item1.pdf
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「アジア経済・環境共同体」構想について（参考資料）（甘利議
員提出資料）
「アジア経済・環境共同体」構想（甘利議員提出資料）
業種別生産性向上プログラム（内閣府 総務省 厚生労働省
業種別生産性向上プログラム（内閣府、総務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省）
「先端医療開発特区」（スーパー特区）の創設について（舛添臨
時議員提出資料）
革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略（改定）（舛
添臨時議員提出資料）
議事次第
議
議事
議事要旨
記者会見
会議レポート
56 2008 6月10日 (1) 規制改革について
規制改革の重点取組課題（草刈規制改革会議議長提出資料）
規制改革の停滞は許されない（有識者議員提出資料）
(2) 歳出・歳入一体改革について（社会保障） 今日の社会保障制度の政策的諸課題（舛添臨時議員提出資
今日の社会保障制度の政策的諸課題（参考資料）（舛添臨時
議員提出資料）
社会保障国民会議について（伊藤内閣総理大臣補佐官提出
社会保障国民会議について（参考資料）（伊藤内閣総理大臣
補佐官提出資料）
社会保障国民会議 第一分科会中間取りまとめ骨子（案）
社会保障国民会議 第二分科会中間取りまとめ骨子（案）
社会保障
社会保障国民会議
会議 第三分科会中間取りまとめ骨子（案）
第 分科会中
ま め骨 案
社会保障の徹底した効率化努力を（有識者議員提出資料）
平成21年度予算編成の基本的考え方について（ポイント）（額
(3) 経済成長戦略について
賀議員提出資料）
平成21年度予算編成の基本的考え方について（額賀議員提出
資料）
経済成長戦略
経済成長戦略（概要図）
イノベーションを生み出す新たな仕組みの構築について（甘利
議員提出資料）
「経済成長戦略大綱」のローリング・改定案について（甘利議員
提出資料）
経済成長戦略大綱（改定案）（甘利議員提出資料）
経済成長戦略大綱 程表（改定案）（甘利議員提出資料）
経済成長戦略大綱工程表（改定案）（甘利議員提出資料）
(4) 「基本方針2008」に向けて
基本方針2008骨子案
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
57 2008 6月17日 (1) 歳出・歳入一体改革について（公共投資改 生活者の目線に立った公共投資改革（有識者議員提出資料）
真に必要な社会資本整備と公共投資改革の推進（冬柴臨時議
員提出資料）

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item16.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item17.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item18.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item19.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item20.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0523/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item11.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item13_1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item13_2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item13_3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item6.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseia/zaiseia200603.htm

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item7_1.pdf
http://www5
cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item7 1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item7_2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item9.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item15.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item16.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item10.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0610/report.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item1 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item2.pdf
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59 2008 6月27日

60 2008 7月22日

61 2008 7月28日

テーマ
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民間議員ペーパーほか説明資料

真に必要な社会資本整備と公共投資改革の推進（参考資料）
（冬柴臨時議員提出資料）
国有財産の有効活用に関する有識者会議とりまとめのポイント
（額賀議員提出資料）
庁舎・宿舎の環境対策について
霞が関ワーキンググループ提言
東京23区外の庁舎等の移転・再配置計画について
(2) 「基本方針2008」に向けて
基本方針2008（素案）
議事次第
議事要旨
議
記者会見
者
会議レポート
(1) 「基本方針2008」に向けて
経済財政改革の基本方針2008（原案)
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 「基本方針2008」について
経済財政改革の基本方針2008
内閣総理大臣からの諮問第23号について
「経済財政改革の基本方針2008」の全体像
「基本方針2008」のポイント
経済成長戦略大綱（平成20年6月27日改定）（甘利議員提出資
議事次第
議事 旨
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 経済の現況と今後のマクロ経済運営につい 日本経済の現状について（内閣府）
平成20年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府）
白川議員提出資料
(2) 「平成21年度予算の全体像」について
平成21年度予算の全体像に向けて（有識者議員提出資料）
「構造変化と日本経済」専門調査会報告要旨（植田「構造変化
(3) 「構造変化と日本経済」専門調査会報告につ
と日本経済」専門調査会会長提出資料）
「構造変化と日本経済」専門調査会報告（植田「構造変化と日
本経済」専門調査会会長提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
(1) 「平成21年度予算の全体像」について
平成21年度予算の全体像
(2) 平成21年度概算要求基準について
平成21年度概算要求基準について（額賀議員提出資料）
(3) 特別会計改革について
特別会計の改革に向けて（有識者議員提出資料）
特別会計改革について（参考資料）（額賀議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item5.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20080612/01.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20080612/02.pdf
http://www.mof.go.jp/singikai/zaisanfollow_up/siryou/20080612/03.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0617/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/interview.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/report html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0623/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0627/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item3.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item4 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/economy/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0722/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item4.pdf
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item0 pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/interview.html
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62 2008 7月29日 (1) 平成21年度概算要求基準について

(2) 今後の諮問会議の進め方について

63 2008 8月25日 (1) 安心実現のための総合対策について

64 2008 9月17日 (1) 最近の金融・経済情勢について
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民間議員ペーパーほか説明資料
会議レポート
平成21年度概算要求基準について（額賀議員提出資料）
平成21年度の地方財政措置について（増田議員提出資料）
平成21年度の地方財政措置について（参考資料）（増田議員
提出資料）
平成20年度後半の経済財政諮問会議の進め方について（有識
者議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
議 ポ
「安心実現のための総合対策について」
総合対策の策定に当たって（有識者議員提出資料）
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート
最近の経済動向について（内閣府提出資料）
金融・資本市場の現状と今後の展望（茂木臨時議員提出資
白川議員提出資料
原油価格の動向等について（二階議員提出資料）
金融・資本市場の現状と今後の展望（参考資料）（茂木臨時議
員提出資料）
労働市場改革専
労働市場改革専門調査会第4次報告のポイント（八代労働市
査会第 次報告 ポ
労働市
場改革専門調査会会長提出資料）
労働市場改革専門調査会第4次報告（八代労働市場改革専門
調査会会長提出資料）
特別会計改革の方向性について（概要）（八代議員提出資料）
特別会計改革の方向性について（八代議員提出資料）
「新経済成長戦略」の改訂（二階議員提出資料）
新経済成長戦略フォローアップと改訂（案）概要（二階議員提出
資料）
新経済成長戦略フォローアップと改訂（案）（二階議員提出資
安心実現のための緊急総合対策
議事次第
議事要旨
記者会見
会議レポート

リンク
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0728/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/item3.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0729/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/interview.html
http://www5 cao go jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/report html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0825/report.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item4.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item5.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item6.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/work/24/item1.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item8.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item9.pdf
http://www meti go jp/press/20080909005/20080917004-1 pdf
http://www.meti.go.jp/press/20080909005/20080917004-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/20080909005/20080917004-2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item12.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai1/2008/080829taisaku.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/item0.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/shimon-s.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/interview.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2008/0917/report.html
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