少子高齢化の下でも
年金・医療など
社会保障の充実を可能に

官のスリム化により
財政を再建

国にしかできない仕事
国の力を集中

こどもたちの世代に
ツケを残さず
安心で安全な社会を維持
鵬

にできることは地
三位 ―体 の改革で
地方経済 の立て直

「郵政民営化」でJヽ さな政府をめざすことこそ、この国

雇用と消費を刺激 して
民間主導の景気回復を

官製市場を開放して
民間経済 に活力を

「この国のかたち」をつ くる
戦略的外交の推進
安全保障の確立
﹄

Ｌ▼

ｌＪ

方
し

が抱える問題を解決する、唯― の道 です。

●役人 の「無駄づかいの温床」だつた
郵便貯金 0簡 易保険の340JL円 を民間に。
●民営化 によつて、民間と同等 の条件で
法人税 、固定資産税を納 めるので、
税収も増え、財政再建 に貢献します。
●国民 の資産 である「郵便局ネットワーク」は
必ず維持 します 。

い●
●郵便物は、どんどん減つています。現状を
放置すれば、国民の負担は避けられません。
●官のJレ ーJレ に縛られた「公社」のままでは、
新しいサービスも提供できず、ジリ貧です。
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1景 気回復 の実現
GDP成 長率はマイナス1%か らプラス2%ヘ
OECD報 告「日本経済はこの10年 で最もよい状況」

1進 んだ不 良債権処理
主要行 の不良債権比率は3%を 切る
金融危機 からの脱却 に成功

11000項 目以 上 の規制改 革
そ の経済効 果は年 間約 14.3JL円
国民 1人 あたり約 11万 円にも

1企 業倒産は33ケ月連続で減少

1失 業率も大きく改善
完全失業率はビーク時の5.5%か ら4.2%に
約7年ぶりの水準に
バブル後初めて低下局面に入り、

￨ネ ット社会 も飛躍 的 に進展
1に
インターネツト料金水準は4年 間で約 3分 の
加入数 はおよそ 20倍 に

1財 政支 出を大幅 カツト
平成 12年 度 は 52.0兆 円だ つた 一 般歳 出が
17年 度 には47.3兆 円 に
歳 出カットと景気回復 を両立

:「

郵政民営化」をかならず実現する。

001.郵 政 民営化 に再挑戦

1日 本 の行政 を変 える。
を進め、スリムで効率的な政府にします。
「行政改革」
002.規 制改革 の強力な推進
003.行 政ス リム化 プ ログラムの推進
004口 簡素で効 率的な電 子政府 の実現
005.国 家公務員 に関する改革 を実施

006.国 会・裁判所 な どの組織改 革 を推進
007.政 府関係法 人の合理化 お よび効率化 を実施
008.省 庁再編 レビューの実施
で国の財政を黒字に転換します。
「財政構造改革」
009.歳 出・ 歳入 ―体 の財政構造改 革を実現
「社会保障制度改革」で命と健康の安全保障を確立します。
010.持 続可能な社会保 障制度の構築
011.健 康 フロンテイア戦略のさらなる推進 (健 康寿命の伸長
012.医 療制度改革の断行 (安 心で質の高い医療提供体制、持続可能な医療保険制度の確立
013.介 護保険制度改革の着実な実施 (介 護予防、地域介護の推進
014.年 金制度を引 き続 き見直 し信頼 と安心を強化
015.社 会保険庁改革の断行 (社 会保険制度への信頼を回復)
016.障 害者の自立 した地域生活を支援するための施策を推進
を断行します。
「地方分権」とあわせて「地方行政改革」
017.三 位 一 体改 革の推進
018.市 町村合併 をさらに促進
)

)

019口 道州制 導入 の検討 を促進
020.地 方 の行政改革を徹 底 して実施

1日 本 の社会 を変 える。
「新しい日本社会」の担い手を応援します。
021.男 女の雇用機会均等 などをさらに進め男女共同参画社会を実現
022.公 益法人制度改革の促進

023.NPOな ど社会活動・ポランテイア組織の育成 と支援
:日 本 の基本 を変 える。
「新憲法制定」に向けて具体的に動きます。
024.新 憲法制定への取 り組み を本格化
「教育基本法の改正」を推進します。
025口 子どもたちの未来のために教育基本法を改正
「政治改革」に不断の努力を傾けます。
026.国 会改革を推進
027.政 治資金規正法 を改正
7

)

「郵政民営化」をかならず実現する。
001.郵 政民営化 に再挑戦
参議院 において否決 された民営化関連 6法 案を次期国会 で成立させる。

日本 の行政 を変える。
002日 規制改革 の強力な推進
官製市場や国民生活、産業活動 に対する国の関与 につ いて徹底 した規制改革を進める。
規制 の新設 につ いては、その影 響分析 に基づき厳格な審査を行 う。規制の見直 し基準を策定する。

003.行 政スリム化プログラムの推進
① 公共サービス効率化制度 (市 場化テス ト)
「公共サー ビス効率化法 (市 場化テス ト法 )案
公共サービスの質の維持向上 。経費の削減等 に資するよう、
準備 に着手する。
(仮 称 )」 を17年 度中に国会 に提出するため、
② 官業の民間開放の推進
国、独立行政法人、行政代行法人などが行 う官業について、民間開放を強力に推 し進める。
③ 法令の整理
すべての振興法、助成法などをゼロベースか ら見直 し、法令の改廃、補助金等の財政支出の削減や担当部
局のス リム化を大胆 に行 う。
④ 地方支分部局の見直 し
地方支分部局の組織・業務を抜本的 に見直 し、廃止、独立行政法人化、地方移譲等を集中的に進める。
⑤ 情報通信技術 の活用
1下 の活用によ り抜本的な業務改革 を行い、内部管理要員 の3割 以上の削減に つな げる。

004.簡 素で効率的な電子政府の実現
18年 度 まで に登記や国税 、社会保険 な ど年間申請の多 い手続 きの見直 しを実施 した うえ、適切なインセ ン
ティブ措置 を講 じ、電 子申請 の実利用率 の向上を図る。

005.国 家公務員に関する改革を実施
① 公務員制度改革
能力、実績主義の人事、再就職の適正化等を推進するため、公務員制度改革関連法案の早期国会提出を期する。
②総人件費削減
・民間賃金の動向や地域 による賃金格差の状況を踏まえ、国家公務員の給与・退職手当体系の見直 しを行 う。
また、定員についても思い切 った純減を実現 し、総人件費を大幅に削減する。
・特殊法人、独立行政法人、公益法人その他の公的部門の人件費については、原則として、国家公務員の総人
件費に準 じて厳 しく削減する。
③法令遵守 (コ ンプライアンス)の 徹底 (官 製談合、公金管理)
各府省 にコンプライアンス室を設ける等 によ り、公的部門の法令遵守を監視する機能を強化 し、官製談合
や不適切な公金管理等の不祥事に厳正に対処する。
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006.国 会 0裁 判所 な どの組織 改革 を推進

、職 員給 与・手当 について、思 い切つた改革方策 を本年度
国会 、裁判 所、会計検 査院及 び人事院 の機構、定員
正を含 む所要 の措置 を講 じる。
中 に取 りまとめ、18年 の通常国会で 法令改

007.政 府関係 法人 の合理化 およ び効 率化 を実施
① 政策金融機関の改革
べ き姿の実現に関する基本方針を取 りまとめ、20年 度 に新体
本年秋 に向けて議論を行 い、政策金融のある
制 に移行す る。
②独立行 政法人の改革
・
を
「
終了時の見直 し」の もとで、廃 止 統合 や民営化
独立行 政法人 について、3〜 5年 ごとの 中期目標期間
し
もに、原則 として非公務員化 する。特殊法人等 か ら移行
含 め、組織・業務全般 を極力整理縮小す るとと
・
・
な どを通 じて財政支出を削減する。
た独立行政法 人 については、事業 の廃止 縮小 重点化
③ 行政代行法人等の改革
・合 理化及び財政支 出の抑制等 の観点 か ら、厳格な見
行政代行法人等 については、国の関与等 の透 明化
直 しを行 う。

8澤 曇鵜檬11%蓋

ヒl口 冨菫暫房雪 出 しと必要 な見直 しを実施する。

009.歳 出 0歳 入 一体 の財政構 造改 革 を実現
マ ーバ ランス)の 回復
① 2010年 代初頭の基礎的財政収支 (プ ライ リ
。
した。今後 さらに歳出 歳入一体の改革により2010年 代
小泉内閣の5年 間で既に10兆 円の歳出改革を断行
初頭 に基礎 的財政収支の黒字化を実現す る。
② 公共事業の コス ト改革
15%の 総合 コス ト削減を達成する。
「公共事業 コス ト構造改革プログラム」に基づき、19年 度までに
③特別会計・特定財源制度の見直 し
のあ り方や経営形態の観点も踏 まえ、聖域な く抜本 的に
非効率な特別会計や特定財源制度 について、事業
を策定する。
見直す こととし、早期 に「特別会計整理合理化 計画」
④ 政策評価等 の予算反映
度の実効性 を高める。
政策評価 と予算 の連携強化 を含め、見直 し後 の政策評価制
いて活用する。
各府省の具体的施策の評価結果を予算編成 にお
このため、20年 度予算
Z贔 得るとともに、審査結果を後年度の予算 に的確 に反映する。
日亘曇財
・
一を行 う。
編成を目途 に予算書・決算書 の項 目 区分の統
「国家財政ナ ビゲ ーシヨン」の整備
⑥公会計・
も
を目的とした省庁別財務書類調製の取組み を進めるとと
各省庁の財務状況 に関する説明責任の明確化等
・
る。
に、国の財務状況 を開示す る財務書類を作成 公表す
⑦税制の抜本的改革
、国民の合意を得つつ、新 しい時代 にふさわ しい税体系
引き続き聖域なき歳出改革 に果断 に取 り組みながら
しやす い「サラ リーマン増税」を行 うとの政府税調 の
を構築す る。その中で所得税 については、所得が捕捉
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考 え方は とらな い。な お、
・ 18年 度 において、三位一 体改革 の一環 として、所得税 か ら個人住民税 へ の制 度 的な税源 移譲 を実現する。
・ 19年 度を目途 に、社会保障給付 全般 に要する費用の見通 し等 を踏 まえつつ、あ らゆる世代 が広 く公平 に
負担 を分かち合 う観点か ら、消費税 を含む税体系の抜本的改革 を実現する。

010.持 続可能な社会保 障制度 の構築
社会
将来 にわた り持続可能で安定的な制度 を構築するため、給付 と負担のバ ランスのとれた改革を実施 し、
保 障制度 の各般 を通 じ、過大な伸 びを抑制 し、国民負担 の大幅な増大を避 ける。税 と社会保険料負担等 を
あわせた国民負担率 を 50%以 内に維持するとの 目標を掲 げて歯止めとす る。

011.健 康 フロ ンテイア 戦略 のさらなる推進 (健 康寿命 の伸長 )
健康 で 自立 して暮 らす ことのできる「健康寿命」を伸 ばす こ とを 目指 し、国民各層 を対象 と した生活習慣
病 (糖 尿病 、が ん等 )対 策 、介 護 予 防施 策 の推進及 び「健 康寿 命 を伸 ばす科 学技 術 の振 興 」を柱 とした
「健康 フロンテ ィア戦略」の本格化を図る。また、歯科保健活動 と して「8020運 動」を推進 する。

012.医

療 詣1度 改 革 の 断 行 (安 心 で 質 の 高 い 医 療 提 供 体 制 、持 続 可 能 な 医療 保 険 制 度 の 確 立 )
国民皆保 険制度 を堅持 しつつ、効率が良 く、質 の高 い適切な医療 の提供を確保するため、医療制度 の改革
を断行する。新たな高齢者 医療制度 の創設、地域の医療機能 の適切な分化・連携を進めるための医療計画
制度 の見直 し、小児救急 をはじめ とする救急医療体制 の確保等 につ いて、年 内に改革案をまとめ、次期通常
国会 に法案を提 出す る。

013.介 護保険制度改革 の着実な実施 (介 護予防、地域介護 の推 進

)

将来 にわた り持続可能な制度 とするため の、介護 予 防の推進、在宅 と施設の利用者負担 の公平性 の確保
(ホ テル コス ト・食費等 の見直 し)、 認 知症や 一 人暮 らしの高齢者を地域 で支える新 サ ー ビス体系づくり等、
本年改 正 された制度全般を着実 に実施するとともに、末期 がん患者 へ も介護保険を適用する。

014.年金制度 を引き続 き見直 し信頼 と安心を強化
給付 と負担 の両面 か ら16年 に改革を行 い、将来 にわ た つて 国民の信頼 に応 え られ る持続 可能 で安心な
年金制度 を構築 した。また、わが党が主導 して設置 した衆 参 両 院合 同会議 において、さらな る年金改革
について国民の立場 に立 った真摯な議論 を進めてきた。引き続 き、国民皆年金を堅持す るため、基礎年金
国庫負担割合 の 2分 の 1へ の引上げを実現する。さらに、公務員を含めたサ ラ リーマ ンの年金制度の一元化
を推進 し、いわ ゆる官民格差の是正を推進する。あわせて非正規労働者 も厚生年金 に加入できる改正を目指
す ことによ り、年金 へ の信頼 と安心を一層 強化する。

015.社 会保険庁改革 の 断行 (社 会保険制度 へ の信頼 を回復 )
現行の社会保 険庁 は事実上廃止 し、公 的年金 については、新たな政府組織 に運営を担わせる。政管健保 に
ついては、医療保険制度改革 の一環 として、その運営を国か ら切 り離 し、全国単位の公法人を設立す る。この
ため、次期通常国会 に関連法案を提 出す る。

016.障 害者 の 自立 した地域生活 を支援するた めの施策 を推進
す べ ての障害者が必要なサ ー ビスを受けられるよう、サ ー ビスの地域偏在 の解消 を図 りつつ、遅れ ている精
神障害者 の保健福祉施策を含めハ ー ド・ソフ トの基盤を抜本的 に充実強化する障害者 自立支援法案 の早期
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の成立を期 す る。雇用 と福祉 の連携 による福祉 的就労 か ら雇用 へ の移行等 を目指 した改正障害者
促進法 の着実な実施 を進める。

雇用

017.三 位 一 体改革 の推進

19年 度以降 も地方 の意見を尊重 しつつ、一 般財源 を確保 のうえ、地方分権 をさらに推進す るとの展望 のもと、
見直 し)を
当面 18年 度 までの三位 一 体改革 の全体像 (補 助金廃 止 4兆 円、税源移 譲 3兆 円規模 、地方交付税
確 実 に実現する。

018口 市町村合併 をさ らに促進

い地域を中心 に、さらなる
市 町村合併 の結果、17年 度末 まで に、1822自 治体 となるが、合併 の進んで いな
合併を推進 する。

019.道 州制導 入 の 検 討 を促進

地方 自治 および国の統治 の システ ムを効率 的 でス リムな もの に再構築するため、道 州制導入
また、その先行的試み と しての北海道道州制 特区 を推進する。

を検討する。

020日 地 方 の行 政 改 革 を徹 底 して 実
①「集中改革プラン」

。
ニセクタ ーの
事務 ・事業 の再編・整理、民間委託等 の推進、定員管 理の適正化、給与 手当等 の適 正化 、第
「
・
、地方公共
見直 し等の改革 について、17年 度 中に地方公共 団体 が作成 公表する 集 中改革 プラン」により
る。
団体 間の給与・財政状況等 を比較可能 とし、これを推進 力 として地 方行革 を強力 に促進す

② 公務員改革
・地方公務員の総定員について過去 5年 間の実績 を大きく上回る純減を実現 し、総人件費 を大幅 に削減する。

③ 法令遵守 (コ ンプライア ンス)
・物品調達、公共工事の入本Lを めぐる不正防止の徹底 のため、入札談合等関与行為防止法 の運用を厳格化する。
・地方公務員 による公金管 理等 の不祥事 に対処す るため、地方公共団体 にコンプライアンス体制の再構築
を求める。
・地方公務員 の政治的中立性を確保するため、服務規律 を厳格化する。

④電子自治体
それぞれに適合したシステムの構築
電子自治体の先進成功事例を整理のうえ、地方公共団体に情報提供 し、
を促 魂

日本の社会を変える。
021.男 女 の雇 用機会 均等な どをさらに進 め男女共同参 画社会 を実現

いの禁止や、
女性の能 力を十分発揮 で きる雇用環境 を整備す るため、妊娠や 出産 を理 由とす る不利益取扱
て等で
女性 の坑 内労働 に対す る規制 の緩和 な どにつ いて、改正法 案 を次期通 常 国会 に提 出する。子育
仕事 を中断 した女性 の再 就職 や起業を支援す る新政策を 17年 中に策定 し、着実 に実施する。

022.公 益法人制度改革 の促進
民間の寄附文化 の育成等 を通 じ、民間非営利部門の活動を促進するため、公益法人制度を明治以来百年ぶ り
に抜本 的に改革することとし、現行 の主務 官庁 による公益法人の設立許可制度 の廃止、新たな非営利法 人
制度の創設 な どを内容 とする法 案 を次期通常国会 に提 出する。

023.NPOな ど社会活動・ボランテイア組織 の 育成 と支援

福祉、
教育、文化、環境、国際協力な ど、さまざまな分野の NPOの 健全な育成のため、制度 の改正、税制優遇策
の抜本的検討を行 う。

日本 の基 本を変 える。
024.新 憲法制定へ の取 り組みを本格化
17年 11月 15日 までに自民党憲法草案 を策 定 し、公表する。新憲法制定 のための「日本 国憲法改 正国民投票
法案」及び「国会法 の一部改正案 」の早期制定を目指す。

025.子 どもたちの未来のために教育基本法を改正
れ、正義 と責任 を重ん じ、伝統文化 を尊重 し、郷 土や 国
教育基本法 を改正 し、豊かな情操 と道徳 心 にあら、
を愛する心や公共の精神 が身 に付 く教育を実現す るとともに、家庭や地域 の教育力 の回復を期する。教育
振興基本計画 を策定 し、わが国の目指すべ き教育 を進 める。

026.国 会改革を推進
民意を正確 に反映するため、有権者の一票の格差を不断 に是正することを 目指 し、また議員年金 についても
改革する。

027.政 治資金規 正法 を改正
様 々な国民の声 に応え、政治資金規正法を改正 し、社会情勢 の推移 に適合 した見直 しを行 う。
・政党および政治資金団体以外の政治団体間の寄附について年間の個別制限を、これまでの無制限か ら
上限5000万 円とする。
・政治資金団体 が受ける寄附及び政治資金団体 がする寄附は、預金等 の回座への振込み又は振替による
ものとする。
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1日 本 の技術力 を向上 させる。
の推進 )
029。 医療・ 教育 への lTの 活用
030.情 報格差 の是正な ど lTに よる安全・ 安心な社 会 の実現

「科学技術倉1造 立国」で強い日本をつ くります。
の実現
1造 立国」
「科学技術倉
031.人 類と国の未来を拓く
032.沖 縄科学技術大学 院大学構 想 の実現

1日 本の底力を引き出す。
「エネルギー対策」を推進し安全・ 安定供給を確保します。
033.資 源燃料確保戦略を強化 して安定供給を確保
034.安 全確保 を大前提 とした原子力の推進
「雇用対策」を進め各世代の問題を解決 します。
035.各 世代 に応 じた職業能 力開発基盤 の整備
036.団 塊の世代 の高齢化 (2007年 問題 )に 伴 う技能 継承 の支援
037.非 正規労働者 対策 の充実
038,雇 用 ミスマ ツチ解消 に向けた雇 用対策 の推進
「晨林水産振興」に攻めの姿勢で取 り組みます。
039.担 い手育成によ る農業構造 改革 の推進
040.食 料 自給率 45%の 達成 のため の政めの農政 を実施
041.農 山村地域 の活性化 を推進
042.森 林 の環境資源政策 0林 業対策 を積極的 に推進
043.グ ローノウレ化に挑むわが回水産業・漁村の再生

13

:産 業 の成長力を]封 ヒす る。
を着実に育成します。
「競争力の強い産業」
044.民 間経済活動 を活性 fヒ する税制改革 を実施
045,新 しい金 融 システ ムの構築
046.経 済法制 の整備
047.競 争政策の充実
048.知 的財産戦略の継続強化
049.イ ノベー シ ョンを通 じた競争力ある産業群 の創 出
050.中 小企業支援 を強化
051.小 規模・ 零細企業対策 を推進
052.国 家基盤 と しての衛星測位 の確立 と骨格的空間情 報の整備
053.登 記所備付地図 の整備事業を強化 に推進
054.建 設業 の再生 と入札・ 契約の適正化
055=環 境 を軸 と した豊かな経済社 会の創 出

「社会資本の整備」をより効果的に達成します。
056.社 会資本整備 の重点的な推進
057.PFIの 積極的活用
058.住 宅政策 の新 しい枠組みづ くりを推進
059.国 際・ 国内物流政策 の推進
060,パ リアフ リ…の推進
「地方の活性化」を多角的に実施 します。
061.構 造改革特区の推進
062.観 光立国の実現
063.地 域公共交通の再生
064.不 動産流通を円滑 にするための条件整備
065.都 市再生の推進
066.「 まちづ くり三法」の見直 しと中心市衝地の再活性1ヒ

067.ひ とづ くりを重視 した地域再生の推進
068.農 山漁村、過疎地域の活性化
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I日 本 の技術力 を向上させる。
「lT推 進」
で世界をリー ドする日本をつ くります。
028.生 活 に密着 した IT社 会 の構築 (u― Japan政 策 の推 進 )
情報家電な どを情報通信ネ ッ トワー クで接続する ことによ り、ITを 生活面 に活用するユ ビキタス ネ ッ ト
社会を2010年 まで に実現する。

029.医 療・ 教育へ の ITの 活用

医療 の I丁 につ いては 、18年 度 まで に電子 カルテ 60%以 上 、電子 レセ プ ト70%以 上の 普及 を実現 し、
教育 では 17年 度 中にす べ ての公立学校の校 内 LANを 整備する。

030.情 報格差の是正など lTに よる安全・安心な社会の実現
情報格差 (デ ジタル・デ ィバ イ ド)解 消 を 目指 し、2010年 まで にブロー ドバ ン ド基盤 を全 国整備 し、災害
対策等 に ITを 活用 して安全・安心社会 を実現する。

「科学技術創造立国」で強 い日本をつ くります。
031.人 類と国の未来を拓く
「科学技術創造立国」の実現

第 3期 科学技術基本計画 において研究開発投資の対 GDP比 ベースでの確保を 目指す。重点 4分 野に加え、
国際競争力の急速な回復を要する分野 として、スーパーコンピュータ、宇宙輸送 システムな どを「国家基幹
技術プロジェク ト」として推進する。

032.沖 縄科学技術大学院大学構想 の実現
17年 度 に設立 される「独 立行政法 人沖縄科 学技術研 究基盤整備機構」の 目的を確実 に完遂 し、24年 度 を
目途 に世界最高水準の沖縄科学技術大学院大学の実現を期する。

I日 本の底力を引き出す。
「エネルギー対策」を推進し安全・安定供給を確保 します。
033.資 源燃料確保戦略を強化 して安定供給 を確保
脆弱な エ ネル ギ ー供給構造 を是正するため、石油・天然ガスの自主開発、風 力・太陽光等の再生可能 エ ネル
ギ ーの普及拡大、省 エ ネルギ ーの徹底を総合的、戦略的 に進める。

034.安 全確保 を大前提 と した原子力の推進
資源・環境制約の強まる中、電力の安定供給体制を確 立するため、安全確保を大前提に原子力を基軸電源
に位置づけるとともに、安 全 レベ ル を維 持 向上 しつつ設 備利用率 の向上を図る。また立地地域 との
共生政策の充実、原子カエネルギー教育の拡充を推進する。高速増殖炉の開発、核燃料サイクルシステム
の確立、ITER等 核融合研究開発事業を着実に推進する。

「雇用対策」を進め各世代の問題を解決 します。
035.各 世代 に応 じた職業能力開発基盤の整備
若者の教育訓練 に取 り組む企業 への支援、職業能力開発休暇の普及、労働者のキャリア形成促進などの
施策を法的整備 も含め講ずる ことによ り、各世代に必要 とされる職業能力の開発・向上を促進する。
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036.団 塊の世代の高齢化 (2007年 問題)に 伴う技能継承の支援
技能継承の問題 (2007年 問題 )に 対応するため、熟 練技能を多 く保有 している 中小企業の技能継承 を確実
にするための助成措置を拡充する。

037.非 正規労働者対策の充実
短時間正社員制 度の導入促 進 、パ ー トタイム労働 者の処遇 の改善、正社 員 へ の転換制度の普及・定着等、
パー トタイム労働対策を充実・強化する。

038.雇 用 ミスマツチ解消に向けた雇用対策の推進
ハ ロー ワークにおける個 々の求職者 へ の総 合 的な支援 の充 実、雇用情勢が厳 しい地域 に重点化 した雇用
一人材センター事業の拡充等 によ り、雇用のミスマ ッチを解消する。
レヾ
対策の充実、シノ

「農林水産振興」に攻めの姿勢で取り組みます。
039.担 い手育成 による農業構造改革 の推進
集落営農の組織化・法人化や新規就農の促進等 により、意欲 と能力のある担い手を育成・確保するとともに、
地域農業を支える経営 に対する品 目横断的な経営所得安定対策等を実施する。

040.食 料 自給率45%の 達成 のための政めの農政を実施
新基本計画 に基づき、食料供給力を確保 し、生産性の向上、食育や地産地消、食品産業 との連携を推進する。
農林水産物の輸出を21年 に倍増 (6000億 円)さ せる。

041.農 山村地域の活性化 を推進
環境や農地・農業用水等を保全するた めの施策の具体化 、バ イオマスの利活用、地域ブラン ドの確立、都市 と
農山漁村の共生・対流 、農村女性の参画の促進等により、農山村地域を活性化する。

042.森 林の環境資源政策・ 林業対策を積極的 に推進
森林の環境資源面を重視眈 政策の推進及び、
森林の整備・保全、
京都議定書目標達成計画の着実な推進を図るため、
「緑の雇用」
、
木材利用の拡大等を推進。合法に伐採された木材の利用を推進する枠組みづ くりへの積極的な対応。

043.グ ローノツレ化に挑むわが国水産業・漁村の再生
燃油高騰対策 資金 をは じめ とする漁業金融の 円滑化 、漁船検査の規制緩和等の推進、水産 資源 の持続 的
利用の確保等を図 りつつ、水産業・漁村を再生 し、その多面的機能の発揮に積極的に取 り組む。

I産 業 の成長力を強化する。
「競争力の強い産業」を着実に育成 します。
044.民 間経済活動を活性化する税制改革を実施
税体系の抜本的改革等 の税制改正 に当た っては、経済活力の維持・向上 と国際競争力強化の観点を重視。

045.新 しい金 融 システ ムの構築
金融行政を金融 システムの「安定」か ら「活力」へ と目標を転換 。金融機関の競争力強化 と金融市場インフラ
の整備 を行 いつつ、利用者の ニーズ重視 と保 護ル ール を徹底 し「貯蓄か ら投資 へ」の流れ を加速。国際的
に開かれ魅力ある金融市場及び リスクが分散 され、リスクに柔軟 に対応できる金融システムを構築 し、民の
力 による金融サ ー ビス立国の実現を 目指す。
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046日 経済法制 の整備

国際的 に見ても公正な M&Aに 関するル ール を早急 に整備。企業経営の効率化、資金調達 の円滑化に資
する「投資サー ビス法 (仮 称 )」 な ど、法制度の整備を推進する。

047.競 争政策 の充実

・
改正独禁法 の見直 し規定に従 い、課徴金 のあ り方、公正取引委員会 における審査 審判手続 きのあ り方等
について抜本的な見直 しを行 い、 2年 以 内に結論 を出す。

048.知 的財産戦 略の継続強化

世界最高水準 の迅速・的確性を もつ特許審査 の実現、
知財立国を確立するため、創設 された知財高裁 の活用、
知的財産の保護・活用の環境整備をさらに推進するとともに、
模倣品・海賊版拡散防止条約の締結 な どによ り、
コ ンテ ンツを生か した文化創造立国へ の取 り組みを強化す る。

049.イ ノベー シ ョンを通 じた競争力ある産業群 の創出

による
新産業創造 戦略 に基 づ く、重点 7分 野 (燃 料電池等 )に ついて異業種交流 支援、試作 品の政府購 入等
集 中的施策 と日本 ブラン ドの育成 ・発信の施策 を推進する。

050.中 Jヽ 企業支援を強化

事業再生及び創業・新事業進 出・経営相談 の支援機能 を強化
地域 における中小 企業金融を円滑化す るため、
・バ ン
しつつ、担保 ・保証 に過度 に依存 しな い融資 を進 めるな ど、地域密着型金 融 (リ レー シ ョンシ ップ
キ ング)の 一層の推進を図る。

051.小 規模・ 零細企業対策 を推進

個人事業 主 を中心 と した小規模企業対策 の観点か ら、市町村合併 に伴 う商工会議所 、商 工 会 のあ り方 に
つ いて、 19年 度 まで に組織機能 の強化のため、抜本 的な見直 しを行 う。

052.国 家基 盤 と しての衛星測位 の確立 と骨格的空間情報 の整備

衛星測位 の精度 と信頼性を国家 が保証でき る体制 を構築 し、骨格的空間情報 の標準化 と整備促進 のため
の「測位 ・ 空間情報基本法」を次期通常国会 に提 出す る。

053.登 記所備付 地図の整備事業を強 力 に推進
都市部 の地 図混乱 地域 の地 図作成 を重点 と して、登記所備付 地 図の整備事業 を強力 に推進する。

054.建 設業 の再生 と入札・ 契約 の適 正化

・過 剰供給 構造 を是正 す る観点 か ら、新 分 野進 出等 の経 営革新 の取組み を促 進 し、経営体質の強化 を
・
。
図 ることによ り、地域 の中小 中堅建設業 の再生 を 目指 す。このため、17年 度 に都道府県 ごとに中小
中堅建設業者 の「建設業総合相談受付窓 口」を設置。
・ 入札 契 約制 度 の改 革 や 公 共 工事 品質 確保 法 の徹 底等 によ り、談合等不 正行為 を防止する一方、不良・
不適格業者 を排除 しダ ン ピング受注 を防止す る。

055.環 境を軸とした豊かな経済社会 の創出

環境研究・環境技術開発の戦略的推進 や環境 ビジネスの振興を促進 し、環境産業先進国を堅持するとと
もに、環境保護 と経済成長が両立 した活力ある経済社会の構築 に資する。

「社会資本の整備」をより効果的に達成 します。
056.社 会資本 整備の重点的 な推進

に、
社会資本整備 については、防災、地域再生、国際競争力強化などに厳 しく重点化、効率化 を進めるととも
政府・与党申合 せに基づき、整備新幹線 の着実な整備 を推進する。
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057.PFIの 積極的活用
前国会での法 改正 を踏 まえ、国公有財産 の貸付 の拡充等 を推進する とともに、 PFIの 理解 と普及 によ り、
幅広 い分 野 へ の導入を推進する。

058.住 宅政策の新しい枠組みづくりを推進
次期通常国会への「住宅基本法 (仮称)」 の提出を目指し、
住宅政策の基本理念・目標や、
施策の枠組みについて検討する。

059.国 際・ 国内物流政策の推進
国際・国内物流の競争力の強化、経済的 コス ト及び環境負荷の削減を図るため、スーパー中枢港湾・大都市
圏拠点空港等の機能強化、国際海運 ・航空 と国内物流ネ ッ トワー クの連携、スマー トIC・ グ リー ン物流 の
導入 ・普及を推進する。

060.バ リアフリーの推進
「どこでも、
だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、
交通及びビルに
ー
ー
バ
バ
一
関する リアフリ 法の一体化を図り、 リアフリ 化を 層推進する。

「地方の活性化」を多角的に実施します。
061.構 造改革特区の推進
経済の活性化を図るため、今後 も定期的に提案募集を行 い、一つで も多くの地方団体や民間の提案を実現す
るとともに、成果のあがった特区を全国展開する。

062.観 光立国 の実現
・ジャバ ン・キャンペー ン、観光ル ネサ ンス事業、
ビジ ット
姉妹都市提携、国際修学旅行交流等 の推進 によ り、
「観光基本法」改正案を早期 に国会 に提出する。
2010年 まで に訪 日外国人旅行者数 1000万 人を 目指丸 また、

063.地 域公共交通の再生
地域の活性化 と環境対策のため、国、地方公共団体、住民、事業者が一体となった地域公共交通への総合的な
支援策を検討する。

064.不 動産流通 を円滑にするための条件整備
資産デフレか らの脱却を確実なものとし、新たな産業構造に対応 した土地利用を実現するため、
不動産の流動化を
促進するための条件整備を積極的に推進する。

065田 都市再生の推進
ゴミゼロ型都市、密集市街地緊急整備、防犯都市など時代と地域の新 しいニーズに応 じた都市再生プロジェクトを
引き続き推進する。

066.「 まちづ くり三法」の見直しと中心市街地の再活性化
「まちづ くり三法 」を見直 し、都市機能 の 市街地集約 とにぎわ い回復を理念 とする基本法 的な法律を次期
通常国会 に提 出する。

067.ひ とづくりを重視 した地域再生の推進
地域の人 々のつなが り(ソ ー シャルキャピタル)の 復権、地方大学等の地域の知の拠点再生、地域のアイデア
競争を促進する支援措置を強化する。

068.農 山漁村、過疎地域の活性化
都市 と農 山漁村の共生・対流、人材育成等の地域活性化の支援、過疎・ 山村・離島・半島・豪雪地帯等 に
おける産業基盤や生活環境の整備推進を行 う。
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日あなたを災害や事故から守 るため に。
「自然災害への対応力」
を全面的に強化します。
069.災 害 に強い国づ くりの推進
「緊急事態への対応」をさらに迅速化します。
070.緊 急事態発生 時の国民保護 の体 制を強化
071.緊 急消防援助隊 を増強
「交通の安全確保」を総合的に実施します。
072.公 共交通 の安全対策 を強化

日あなたを犯罪から守るた めに。
「 ・治安対策」
を幅広く実施します。
073.犯
̀E罪 罪のない世界 ―安全な国づ くり
074.テ 回の未然防止と対処能力の強化
075.出 入国管理の厳格化
076.不 法滞在者の半減
077.「 犯罪被害者等基本計画」の策定と実施体制の整備

078.簡 易・迅速 0柔 軟な救済を行う人権救済制度の確立
「消費者被害の防止」に積極的に取り組みます。
079.消 費者行政 の推進
の徹底を進めます。
「個人情報保護」
080.情 報セキユリテイの確保
081.高 度情報化の進展に伴うプライバ シ…保護の充実

あなたの健康 を守るために。
日
「食育の普及」を推進します。
「食の安全・安心の確保」
082.が ん対策 0自 殺予防対策 の推進
083.食 育 の推進
084.食 品安全対策 (残 留農薬、輸入食品、生産履歴
085.安 全 な水 の確保
「医療の安全・安心対策」を強化します。
086.感 染症・疾病対策 の推進 (新 興 0再 興感染症 、難病対策
087.医 療安全対策 の強化
088.医 薬品・ 医療機器 の安全対策
)

・ 生 活 環 境 対 策 」を 早 急 に 実 施 しま す 。
「 ア スベ ス ト
089.ア スベス ト問題対策 の迅速 な実施
090.産 業廃棄物対 策 、環境基準 の徹底

「生物の多様性保全」などの諸施策を進めます。
091.動 物愛護管理行政の推進
092.外 来生物対策 の推進
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)

Iあ なたを災害や事故 から守るため に。
「自然災害への対応力」を全面的に強化 します。

069.災 害に強い国づくりの推進
地震や台風な どに対応するため、監視・観 測・情報伝達体制 の強化、堤防等公共施設の整備 を格段 に推進
する。また、住宅等建造物 の耐震化な どの諸施策を推進する。

「緊急事態への対応」をさらに迅速化 します。
070.緊 急事態発生時の国民保護の体制 を強化
16年 の 国民保 護法 な どの制 定を受 臥 危機 へ の備えを さ らに徹底するため に、新 たに「緊急事態基本法
(仮 称 )」 を早期 に成立させ、国民の安全確保 を図る。

071日 緊急消防援助隊を増強
消防団の充実強化等地域防災 力を強化するとともに、緊急消防援助隊を増強す る。災害情報 の迅速な伝達
体制 を構 築する。

「交通の安全確保」を総合的に実施 します。
072.公 共交通 の安全対策を強化
ヒューマ ンエ ラー による公共交通の事故 ・ トラブル の頻発 する事態 に対処 し、陸・海・空の公共交通の
安全性 を総点検 し、所要の対策 を強力か つ 総合 的 に推進す る。

Iあ なたを犯罪 から守るた め に。
「犯罪・治安対策」を幅広く実施 します。

073.犯 罪のない世界一安全な国づくり
20年 まで に治安の危機的状況か ら脱却するため、政府をあげて総合的な治安対策を集 中的に実施する。
・新宿歌舞伎町刷新 プランをモデル に安全な街づ くりを推進する。
・ 19年 まで に「空き交番」をゼ ロに。
・新たな手 口による詐欺な ど、身近な犯罪 への迅速 ・適切な対応 を行 う。
・再犯防止 のための保護観察機能 につ いて 、その強化のための関連法を整備する。
・ 覚せ い剤な ど薬物取締 りの強化 と、薬物乱用防 止の普及啓発の推進 を行 う。
・組織犯罪、サイバ ー犯罪、少年犯罪 に対処する関連法整備を推進する。
・治安回復 の基盤 となる治安関係職員の増員、矯正施設 の過剰収 容 の解消な ど体制の強化 を行 う。

074.テ ロの未然 防止 と対処能力の強化
国際テ ロか ら国民を守るため、出入国管 理や爆弾テ ロ対策を強化するとともに、空港や鉄道等の警戒警備
を徹底する。また、テ ロの未然防止のための法整備 を進める。
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075.出 入国管理 の厳格化

テロリス トや不法外国人を水際で阻止するため、ビザ発給時のオンラインシステム「査証WAN」 を拡充しIC
旅券 (顔 情報)を 導入。さらにバイオメ トリクス (指 紋情報)の 開発・導入を行 う。

076.不 法滞在者 の半減
厳正な出入国管 理等 によ り、外 国人犯罪 の温床 とな っている不法滞在者を20年 まで に半減 させる。

077.「犯罪被害者等基本計画」の策定と実施体制の整備

本年中に、犯罪被害者等基本計画 を策定 し、犯罪被害者やその遺族 の損害回復の援助 と経済的支援、精神的・
身体的被害 の 回復・防止、刑事手続 へ の 参加 の機会の拡充な どを行 うこととし、これ らの施策 の実施 に必要
な人的 。物的体制 を整備する。

078.簡 易・迅速 0柔 軟な救済を行う人権救済制度の確立
差別や虐待 の被害者等人権を 自ら守 ることが困難な状況 にある人々を、簡易・迅速な手続 で、積極的かつ
柔軟 に救済する人権救済制度の導入を 目指す。

「消費者被害の防止」に積極的に取り組みます。
079.消 費者行政 の推進

消費者被害 の未然防止・拡大防止のため、一定の消費者 団体が事業者 の不 当な行為 を差 し止める消費者団
体訴訟制度を整備す る法案を次期通常国会 に提 出す る。

「個人情報保護」の徹底を進めます。
080.情 報 セキ ュ リテイの確保

巧妙化する コンピュータウイルスや不正アクセスの被害を最小限化するため、セキュリティ基盤技術の推進
専門家の育成、
情報セキュリティ文化の普及を推進。サイバー犯罪条約の発効を受臥 国内法の整備を推進する
̀

081日 高度情報化の進展に伴うプライバシー保護の充実
複数の法律 の狭間で処罰の対象 とな っていな い民間企業の従業者個人 による情報漏洩 に関する罰則を整備
し、また、住民基本台帳等 の閲覧を原則的に公益 目的のみ に限定するため、個人情報保護法等 関連法の改正
を早期 に国会 に提 出す る。

Iあ なた の健康 を守るた めに。
「食育の普及」を推進します。
「食の安全・ 安心の確保」
082.が ん対策 0自 殺予防対策 の推進

がんの罹患率と死亡率の速やかな減少 を目指 し、がん予防の推進 、がん治療の水準の向上のため、がん情報の
提供体制の整備な ど患者本位のがん対策を総合的に推進す る。
「 自殺予防総合対策 セ ンタ ー (仮 称 )」 の設 置や、産業保健 と地域保健 の連 携 による心の健 康 づ くり、職場
におけるメンタル ヘルス対策な ど、自殺予防対策を推進する。
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083.食 育の推進
17年 に制定 された食育基本法 に基 づき、食育推進基本計画 を作成する とともに、食育を国民運動 と して
総合的かつ計画的に推進す る。

084.食 品安全対策 (残 留農薬、輸入食品、生産履歴

)

残留農薬等 の規制及 び輸 入食 品の監視指導 を強化する ことによ り、食品の安全 と国民の信頼確保 を図る。
BSE(牛 海 綿状脳 症 )や 鳥インフル エ ンザな どへ 適切 に対応 し、トレーサ ビリティ・ システムの導入促進 、
食 品の産地表示 の充実 。適正化等 を推進す る。

085.安 全な水 の確保

・
水質管理 の強化 により、安全 で良質な水道水の供給 を確保するとともに、水道施設 における地震 渇水対策
を推進する。

「医療の安全・安心対策」を強化 します。
086.感 染症・ 疾病対策 の推進 (新 興 。再興感染症 、難病対策 )
SARS等

の発生及 びまん延 を防止す るため、病原性微 生 物等 に関する管理体制 の確立、最新 の知見 に
基 づ いた 医療 提供 体 制 の整 備 な ど感染症対策 の充実・強化 を図る。また、難病 の原因の究明や治療法 の
確立を推進するとともに、難病相談・支援センタ ーの充実を図る。

087.医 療安全対策 の強化
医療 事 故 の事例 等 の収 集 ・分析 による再発防 止対策の周知徹底や医療事故 に関す る相談機能 の強化等
医療安全対策 を充実 させる。

088.医 薬品・ 医療機器 の安全対策

医薬品 。医療機器 の安全対策を充実。治験環境 の充実等 につ いて総合的な施策 を推進。患者負担の軽減等
のため、ジェネ リック医薬品の使用促進を図 る。

・生活環境対策」を早急に実施します。
「アスベスト
089.ア スベ ス ト問題対策 の迅速な実施

アスベス ト使用建築物・学校施設等 への対策を徹底す る。アスベス ト製品製造等 の早期全面禁止を行 う。
労災補償 を受 けず に死亡 した労働者 、家族、周辺住民 の被害 へ 的確 に対応するための新規 立法を行 う。

090.産 業廃棄物対策 、環境基準 の徹底

産廃特措法 を活用 し、法律の期限内に不法投棄を一 掃す る。大気・水環境 について環境基準の達成率 を向上
させるとともに、基準 につ いて必要な見直 しを行 う。
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「生物の多様性保全」などの諸施策を進めます。
091.動 物愛護管理行政の推進

改正動物愛護管理法 (わ が党主導の議員立法で改正)に 基づき、動物愛護 に関する基
本指針の策定、マイク
ロチップ等 による個体識別措置の推進 等を充実 。
強化する。

092日 外来生物対策の推進
生物の多様性を保全すべ く、特定外来生物法 に基づき指定 された特定外
等を進 める。また、輸入規制のための水際措 置を確 立する。
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来生物 について、国による防除事 業

膀日本の「これから」をつ くる。
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日本の「これから」をつ くる。
093.幼 児教育 を国家戦 略 と して展開

全ての子 どもが力強 く生きる力 を幼児期か ら育成す るため に「幼児教育重視 の国家戦略」を展開。保育園・
幼稚園の幼児教育機能 の充実を図るとともに、幼児教育の無償化を 目指す。子どもの人間力向上 のため児童
福祉政策、教育政策、労働政策 の間の連携を一層進め る。

094.義 務教育の質的向上のための教育改革

新たな教員評価制度の確立などにより優れた教員を確保する。
教員免許更新制の導入 専門職大学院制度の創設、
義務教育 の質 的向上のため、国 による学校評価ガイ ドライ ンの策定、外部評価 システ ムの導入を進 める。
また、義務教育 の充実を国家戦略 と して位置 づ け、必要な財源を確保する。

095口 「確かな学力」と「豊かな心」の育成

「確かな学力」を育成するため、学習指導要領 全体を見直 し、家庭・学校・地域社会が 一丸 とな った「豊かな心」
の育成を推進する。
高等学校教科書 の検定 につ いて必 要性 の有無 を検討する。

096.学 校 の安全確保
子 どもたちが安心 して教 育 を受 ける ことがで きるよ う、学校 、家庭 、関係機 関等 の連携 の下で、学校 の
安全管 理の徹底を図る。学校施設 の耐震化、防犯設備 の拡充を推進する。

097口 個性輝く大学づくりの推進

国際競争力 を
「知の創造 と承継の拠点」である大学・大学院 の教育研究機能の格段 の向上を図ることによ り、
わが国の知的基盤 を充実させる。
強化 し、

098.奨 学制度 の拡充による学生支援

学生 の 自立 を促 し、意欲 と能 力ある者が経 済 的理 由 によ って勉 学の機会 を失わな いよ う、18歳 以上の
奨学金希望者 全員 へ の貸与を引き続 き実施す る。

099.私 学教育 の振興
建学の精神 に基づき特色 ある教育研究を展開 している私立学校の振興、生徒や保護者の負担軽減 に向けた
私学助成 の充実を推進する。

子 どもは社会で育 てる。
100.少 子化社会対策 の推 進

「少子化社会対策大綱」及び 「子 ども・子育て応援 プラン」に基づき、少 子化 の流 れ を変えるための施策を
強力に推進。 また、地域・企業における子育て支援の推進 に向けて国民的な運動を進 める。
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・児童手 当制度や子育て支援税制 について合わせて検討を行 い、欧州で 出生率が回復・安定 している国に
子育て期の経済的負担を軽減 させる。
おける社会全体で負担を分かち合 うとの考え方を念頭 に、
。す べ ての子 どもとす べ ての家庭 へ 支援 が行 き届 くよ う、地域 の総合 的なネ ッ トワー クを構築するな ど、
子 どもを育む家族や地域 のつなが りを強め、子育てを支えあ う体制 を確立する。
・「待機児童 ゼ ロ作戦」の継続 と一時預か りな どだれ もが利用できる保育サ ー ビスを充実 させる。
・男女 ともに子育て しなが ら安心 して働 き続 ける ことができるよう、育児休 業 取得や育児期の短 時間勤務
制度の導入を推進 し、特 に希望者すべ てが育児休業 を取得できるよう、中小企業 に対 して重 点 的に負担
軽減のための支援を行 う。
・児童虐待を防止するための地域ネ ットワークの全国整備や児童相談体制を充実させるとともに小規模ケア
や里親制度などによ り虐待を受けた子どもへの支援を強化する。
・輪番制や小児救急電話相談 (ダ イヤル「#8000」 番 )の 実施など小児医療救急体制の整備 と医師の確保対策、
出産 ・小児医療に関する負担の軽減を推進する。

101.青 少年健全育成の推進
青少年の非行や犯罪被害等の深刻化の状況に対 し、問題の掘 り下げた分析と検討のうえに、所要の総合的かつ
「青少年健全育成基本法案」の早期成立を目指す。
効果的な青少年対策を推進。わが党は、

102.農 山漁村 にお ける体験学習な どの推進
子 どもたちの豊かな人間性を育み、食や 自然、地域社会 についての理解を深めるため、学校現場等 へ の情報
提供を図 りつつ、子 どもたちの農 山漁村地域での体験学習等を推進する。

103.フ リー ター 0ニ ー ト対策の強化
フ リー タ ー・二 ― 卜等 の増加傾 向を反転 させるため、フ リー タ ー25万 人常用雇用化 プラン、16年 策定の
「若者の 自立・挑戦のためのアクシ ョンプラン」を強化・推進する。

日本の新 しい文化をつ くる。
104.「 文化力」の向上と豊かなスポーツ環境の推進
伝統文化の活性化や地域の文化芸術活動 の振興、新進芸術家 の育成や 日本映画等 日本の強みを生か し
うる分野の振興 を図る。総合 スポーツクラブの育成な ど「生涯 スポ ー ツ社会」
実現のための環境の整備
ーニ
ー
ングセンタ 中核拠点の整備な どによ り、世界で活躍する選手を育成する。
を進め、ナショナル トレ
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:凛 と した 日本外交 の推進。
日米同盟と国際協調こそ日本外交の基本です。
105.ゆ るぎない日米同盟を基軸とした国際協調による平和外交の推進
106.「 人間の安全保障」を念頭にODAの 積極的な活用

「アジア外交」で確かなリーダーシツプを発揮します。
構想の推進
107.中 国 0韓 国など近隣諸国との関係の改善強化とアジア「共同体」
「領土問題の解決」に向け粘り強い努力を続けます。
108.領 土問題の解決への努力と海洋権益の確保
「拉致問題の解決」に党をあげて取り組みます。
109.粒 致問題 の解決 に向けさ らに努力
「WTO」 「FTA」 「EPA」 の速やかな交渉合意を目指します。
110.WTO交 渉 に努力 しFTA(自 由貿易協定 EPA(経 済連携協定 )の 推進
)・

:守 りを固め、国民 の安全 を確保 。
の]封ヒ
などを推進します。
の整備や「日米安保」
「防衛体制」
111.防 衛庁を「省」に、自衛官 に…層の名誉 と誇 りを
112.回 の防衛体制の整備 と日米安保体制の強化
113.新 たな脅威や多様な緊急事態への対処能力の強化
114.国 際化などに対応 した防衛庁・ 自衛隊の組織改編

「国際的な情報収集力」を]封 ヒして外交政策に役立てます。
115.国 家の情報収集能力 の向上

l世 界 と共に歩 む、日本の国際貢献。
「自衛隊の国際協力活動」を適切に推進していきます。
116.自 衛 隊 の海外 での国際協力活 動の推進
117.国 際平和協力 に関する―般法 の検討

への積極的な取り組みを行います。
「地球環境問題」
118.京 都議定書の温室効果ガス6%肖 1減 約束の達成
119.地 球規模での温室効果ガスの長期的排出削減に向けたり…ダ…シツプの発揮
120.「 3R」 の推進と国際的な展開
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I凛 とした 日本外交 の推進 。
日米同盟 と国際協調 こそ 日本外交の基本です。
105.ゆ るぎない日米同盟を基軸とした国際協調による平和外交の推進
世界の平和 と繁 栄のために、日米関係 をさらに強化するとともに、国連 を中心 とする国際協調 によ り、平和
外交を積極的に展開す る。

106.「 人間の安全保障」を念頭にODAの 積極的な活用
ODAを 積極的 に活用する ことによつて、環境・貧困・感染症な ど地球規模の課題 に取 り組む。

「アジア外交」で確かなリーダーシツプを発揮 します。
「共同体」
構想の推進
107.中 国・韓国など近隣諸国との関係の改善強化とアジア

韓国等 との未来志向型の連携を強化 し、アジアにおける「共同体」の構築を推進する。
北朝鮮問題の解決。中国 。

「領土問題の解決」に向け粘り強い努力を続けます。
108.領 土問題の解決 へ の努力 と海洋権益の確保
北方 四島 と竹島問題 につ いては、粘 り強 くその解 決 を 目指 す。また、東 シナ海での海洋資源 開発 および
大陸棚調査の推進な ど、わが国の海洋権益を確保す る。

「拉致問題の解決」に党をあげて取り組みます。
109.拉 致問題 の解決 に向けさらに努力
「拉致 問題の解決 な く して国交正 常化 はな い」との基 本 を確認 す る。経 済制裁 の発動 を含め拉致 問題の
解決 に全力を傾注する。

「WTO」「FTA」「 EPA」 の速やかな交渉合意を目指します。

110.WTO交 渉 に努力 しFTA(自 由貿易協定 )OE

PA(経 済連携協定 )の 推進

W ttO農 業交渉 等 については、多様 な農業の共存や水・林産物の有限天然資源の持続的利用が可能 となる
よ うなル ールの樹立を目指 し、交渉 の合意 に向け主導 的役割を果たす。また、貿易の拡大 を目指 し、EPA
等の交渉 を積極的 に推進する。

I守 りを固め、国民 の安全 を確保。
「防衛体制」の整備や「日米安保」の強化などを推進 します。
111日 防衛庁を
「省」に、自衛官に一層の名誉と誇りを
わが党で作成 した「防衛省設置法案」を国会で成立させ、国の独立と平和 のために働 く自衛官に国民が敬意
と感謝 の念 を持 つよ う努める。
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112.国 の防衛体制の整備 と日米安保体制 の強化

。
新 防衛計画 の大綱 に基づき、防衛 力の整備 強化 を推進 し、自衛隊 の統合運用 を進 め るc
米軍再編 を通 じ、日米 防衛 協力 を強化 するとともに、沖縄 をは じめ とする基地 の地 元負担を軽減する。

113.新 たな脅威や多様 な緊急事態へ の対処能力の強化

弾道 ミサ イル 防衛 システ ムの 配備 を行 うととも に、大規模なテ ロ・ゲ リラヘ の対策、NBC(核 、生物・
化学 )兵 器及 びサイバ ー攻撃対策 を強化 し、国民 の安全 を守る。

114.国 際化などに対応 した防衛庁・ 自衛隊 の組織改編

国際化 へ の対応や地方 との連携強化 のため、防衛庁 の組織改編を行 う。PKOな ど国際協力を遂行す る
組織は別 に樹立せず、自衛隊の本来任務 と位置 づけるため、自衛隊法を改正す る。

「国際的な情報収集力」を強化 して外交政策に役立てます。
115.国 家 の情報収集能力 の向上
国家 の情報収集・分析能 力の強化 を図 り、的確な情報 を活用 して国民の安全 を守 る。また、安全保障 に
かかわ る秘密保全の強化策 に取 り組む。

日本 の 国際貢献 。
I世 界 と共 に歩 む、
「自衛隊の国際協力活動」を適切に推進していきます。
116.自 衛隊 の海外での国際協力活動 の推 進
自衛 隊の海外派遣 は、今後 とも、国際協調 と国益 を考えて推進する。

117.国 際平和協力 に関す る一般法 の検討
国際平和協 力 につ いて は、テ ロ特別措置法 やイ ラク人道復 興支援法 と いった特措法 でな く、今後 は国際
協 力 に関する一 般法 (国 際協 力基本法 )を 制定す るな ど、迅速な対応 が可能 となるよ う検討する。

「地球環境問題」への積極的な取 り組みを行います。
118.京 都議定書 の温室効果ガ ス6%削 減約束 の達成

京都議定書 目標達成計画 に盛 り込 まれた対策・施策を強力に推進するとともに、その評価・検証 を行い、
必要な追加的施策等 について検討する。脱温暖化 に向け、ライフスタイルを転換するための国民運動 を
展開する。

119.地 球規模での温室効果ガスの長期的排出削減に向けたリーダーシツプの発揮
京都 議 定 書 の約 束期 間後 (2013年 以 降 )の 次期枠組み につ いて、 イニ シアチプを もって米 国や 中国を
は じめ とするアジア地域 の主要排 出国等 と国際交渉 をまとめる。

120口 「3R」 の推進と国際的な展開
各種 リサ イクル法 の強 化 等 、廃 棄物 の発生抑 制 (リ デ ュース 再 使 用 (リ ユ ース リサイクル の「3R」
を推進 し、ゴミゼ ロ社会 の実現 を 目指 曳 アジア各 国 との政策 対話 や途上 国へ の技術移転 を通 じ、3Rを
)、

国際的 に展 開する。
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