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平成18年度予算編成の基本方針

平成17年12月6日

閣 議 決 定

Ⅰ 我が国の経済・財政と構造改革の推進

（緩やかな回復を続ける我が国経済）

景気は、緩やかな回復を続けている。

我が国経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、世界経済が着実に

回復する中、地域によってばらつきが見られるものの、国内民間需要中心の緩やか

な回復が続くと見込まれる。

、 、物価は依然として緩やかなデフレ状況にあるが 実体経済が緩やかに回復する中

政府の日本銀行と一体となった政策努力の強化・拡充により、デフレからの脱却に

向けた着実な進展が見込まれる。

一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要がある。

（基礎的財政収支の黒字化に向けて）

我が国財政は、平成17年度予算では公債依存度が41.8％にも及ぶなど、先進国の

いずれの国と比較しても極めて深刻な状況にある。また、高齢化の進展等に伴う諸

経費の増大や公債の累増に伴う国債費の増大等により歳入歳出構造はますます硬直

化してきている。2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化に向け、歳出・歳

入の両面において思い切った見直しを進め、将来世代に責任が持てる財政を確立す

る必要がある。このため、上記の経済判断を踏まえ、実体経済の自立的回復を維持

しつつ、平成18年度予算において、景気回復等による歳入面の環境改善に甘えるこ

となく、厳しく歳出を見直し 「歳出・歳入一体改革」の第一歩として力強く踏み、

出すこととする。

（ 小さくて効率的な政府」の実現、デフレからの脱却）「

改革の芽が様々な分野で大きな木に育ちつつある今こそ、更に構造改革を加速・

拡大し、21世紀にふさわしい仕組みを作り上げていかなければならない。本格的な

人口減少・超高齢社会の到来や地球規模でのグローバル化の進展など時代の潮流に

適切に対応するため 「改革なくして成長なし 「民間にできることは民間に 「地、 」 」

」 、 、 、方にできることは地方に との方針の下 郵政民営化の着実な実施 政策金融改革

総人件費改革、資産・債務改革、市場化テストによる民間への業務開放・規制改革

等を通じ、不退転の決意で「小さくて効率的な政府」を実現する。これにより国民

や市場の信頼を確保する。

また、デフレの克服は引き続き重要な政策課題であり、デフレからの脱却を確実

なものとしつつ、新たな成長に向けた基盤の重点強化を図る。



2

日本経済の再生は元気な地域経済に支えられて実現する。地域再生の取組の強化

や構造改革特区の拡充などを通じ、地域自らの意欲と行動に立脚した地域経済の活

性化を推進する。

Ⅱ 平成18年度予算の基本的考え方

（歳出改革の堅持・強化）

平成18年度予算は、重点強化期間最後の重要な予算であり 「今後の経済財政運、

営及び経済社会の構造改革に関する基本方針 （平成13年６月26日閣議決定）以来」

の構造改革に一応の目途をつけるものと位置付けられる。同時に改革を加速するた

めの予算でもある。また、中期的には引き続き「2010年代初頭における基礎的財政

収支の黒字化」及び「デフレの克服、民需主導の持続的経済成長」の実現を図らな

ければならない。そのため、予算編成に当たっては、小さくて効率的な政府の実現

に向け 三位一体改革を推進すると従来の歳出改革路線を堅持・強化する。このため、

ともに、総人件費改革、医療制度改革、特別会計改革、資産・債務改革、政策金融

歳出全般にわたる徹底改革等の構造改革について、順次予算に反映させる。また、

した見直しを行い、一般歳出の水準について前年度よりも減額し、一般会計歳出につい

さらに、足下の経済情勢や税収動向を踏まえ、新規国債発行ても厳しく抑制を図る。

額について平成17年度（34.4兆円）よりも大幅に減額し、30兆円にできるだけ近づ

ける。

予算の配分に当たっては 「公共投資関係費 「裁量的経費」については、２割、 」、

増の要望を認めつつ、その総額を前年度予算額から３％減算した額及び重点化促進

加算額の範囲内とすることを基本に厳しく抑制を図る 「義務的経費」は、自然増。

、 、 。 、を放置することなく 制度・施策の抜本的見直しを行い 歳出の抑制を図る また

予算執行実績を的確に踏まえた予算とするため、個々の経費の積算内訳にまで踏み

込んだ見直しを行い、その結果を適切に反映させる。

予算配分の重点化・効率化に当たっては 「経済財政運営と構造改革に関する基、

本方針2005 （平成17年６月21日閣議決定。以下「基本方針2005」という ）にお」 。

ける「活性化のための政策三指針」を踏まえ、活力ある社会・経済の実現に向けた

４分野（下記Ⅲの１から４までに掲げる分野。以下「重点４分野」という ）へ施。

策を集中する。また、各府省は、各施策について成果目標を提示し、厳格な事後評

価を行う。政策評価等を活用し、歳出の効率化・合理化を進める。さらに、民間委

託・ＰＦＩなど民間活力の活用による効率化に努めるとともに、物価動向や行政サ

ービスの合理化・効率化を織り込み、単価を引下げ、経費を削減する。

（総人件費改革の推進）

公務員の定員の大幅な純減と給与制度改革の強力な推進等により、総人件費改革
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に強力に取り組む。このため 「総人件費改革基本指針」を受けて政府としての実、

行計画を年内に策定し、平成18年度の予算や地方財政計画から順次反映させる。

（特別会計の抜本的な改革等）

① 特別会計

特別会計については、事務事業を厳格に精査し、引き続き歳出の効率化・合理

化を図り、一般会計からの繰入や民間等からの借入を抑制するほか、明確な必要

性がない剰余金・積立金については、国債残高の抑制を図り国民負担の軽減につ

なげるために活用する。また、各特別会計の性格に応じて、独立行政法人化・民

営化や一般会計への統合等による廃止も含めた抜本的な制度改革を検討し、平成

18年度予算から順次実施する。

特定財源の在り方については、それぞれの財源の性格や資源の適正配分の観点

等から、一般財源化を含め、総合的に検討する。道路特定財源の見直しについて

は、年内に基本方針をとりまとめる。

② 成果重視事業・政策群等

成果目標（Plan）－予算の効率的執行（Do）－厳格な評価（Check）－予算へ

の反映（Action）を実現する予算制度改革を定着させる。このため 「モデル事、

業」を試行から一般的取組に移行させる第１ステップとして、その基本的枠組み

、 「 」 。 、を維持しつつ 政策評価との連携を強化した 成果重視事業 を創設する また

政策群については、府省横断的な予算の重複排除と関係府省間の連携を進める。

、 。政策評価の改善・充実を図りつつ 政策評価と予算との連携強化を更に進める

（税制改革）

税制については 「基本方針2005」やこれまでの与党税制改正大綱も踏まえ、重、

、 。点強化期間内を目途に結論を得るべく 包括的かつ抜本的な検討を引き続き進める

、 、 、平成18年度税制改正においては 昨年度に引き続き 定率減税の見直しについて

導入時の経緯や上記Ⅰの今後の経済動向等についての認識を踏まえ検討を行う。ま

た、期限の到来する研究開発やＩＴ投資等に対する減税の見直し等について検討す

る。

（資産・債務改革等）

政府資産・債務改革を積極的に推進する。国債発行に当たっては、国債の安定消

化を図るとともに、各種のリスクを踏まえつつ中長期的な観点からコストの抑制に

努めることを基本とし、一層の債務管理政策の充実を図る。また、売却可能な国有

財産の一層の売却促進に努め政府の資産の縮減を図る。

、 、 、政策金融改革を推進するとともに 財政投融資については 民業補完の原則の下

対象事業の重点化・効率化に努める。
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Ⅲ 歳出の見直しと構造改革の推進

平成18年度予算は改革の総仕上げに向け、歳出全体を厳しく見直し、大胆な質的

改善を図る。１から４までに掲げる重点４分野について、これまでの実績・評価を

考慮しつつ、政策効果が顕著なものについて重点的かつ効率的に推進する。また、

５から７までに掲げる事項についても制度・施策の見直しを行う。その際、各施策

の推進に当たっては、安全・安心について十分に配慮する。

さらに、ＯＤＡその他の歳出分野についても「基本方針2005」に即し、歳出の見

直しに取り組む。

１ 人間力の向上・発揮－教育・文化、科学技術、ＩＴ

競争的環境の下で、世界最高水準の大学を育成するため、大学改革を一層促進

するとともに、大学院における教育研究の質的向上を進める。機関補助について

競争原理に基づく支援策へのシフトを更に推進するとともに、奨学金事業につい

ては、適切な債権管理策を講じつつ、意欲と能力のある学生の主体的な自助努力

への支援を進める。初等中等教育については、習熟度別少人数指導などにより確

。 、 、かな学力の向上と豊かな心の育成に向けた取組を進める そのため 評価の充実

多様性の拡大、競争と選択の導入の観点をも重視しつつ、教育改革を推進する。

また、青少年の健全育成を推進するとともに、関係行政機関等が連携し、国民運

動として食育を推進する。さらに、国民の豊かな感性を育み国際文化交流及び地

域の活性化に資する文化芸術が尊重され、国民の体力及び競技力を向上させるス

ポーツが活かされた豊かな国づくりを進める。

雇用のミスマッチを縮小する施策に取り組むとともに、フリーター常用雇用化

プランの強化、若者の働く意欲の向上や地域との連携強化など「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。

「新産業創造戦略2005」を踏まえ、戦略分野について施策の重点化を図る。ま

た 「総合物流施策大綱（2005-2009 （平成17年11月15日閣議決定）に基づき、、 ）」

物流施策を総合的・一体的に推進する。

第三期科学技術基本計画の下で改革と投資の重点化を推進することにより、科

学技術創造立国の実現を図る。基礎研究の推進や政策課題に対応した研究開発の

重点化、科学技術人材の育成・強化を図るとともに、重点化すべきとされた分野

においても更に領域を絞り込み、投資効果を一層向上させる。競争的研究資金に

ついては、拡充の成果を十分に検証しつつ、その拡充を図る。また、産学官連携

の推進及び地域科学技術の振興を図るとともに 「地域の知の拠点再生プログラ、

ム」（仮称）を推進する。さらに、知的財産立国に向け、「知的財産推進計画

2005」に基づく施策を推進する。



5

世界最先端のＩＴ国家であり続けるため、これまでの「e-Japan戦略」等の評

価を行い、既存プロジェクトの見直しを図るとともに、利用者・生活者の視点、

国際的な視点に立った新たなＩＴ戦略の下で、ＩＴ化の遅れた領域への対応の強

化や国民・社会の要請する課題の解決に取り組む。また、2010年までに次世代情

報社会（ユビキタスネット社会）を実現するために 「u-Japan政策」を推進す、

る。

２ 個性と工夫に満ちた魅力ある都市と地方

都市の魅力と国際競争力を高めるため、民間都市開発を促進するとともに、中

心市街地の活性化等地域の創意工夫による自主的・自立的な都市再生を推進す

る。また、地域経済の活性化と地域雇用の創造に向け、地域の再生に向けた取組

を進めるとともに 「食料・農業・農村基本計画 （平成17年３月25日閣議決定）、 」

等に基づく農林水産業の競争力の強化・担い手に着目した経営安定対策等の推進

や建設業の新分野進出支援など地域の基幹産業の活性化、都市と農山漁村の共

生・対流、観光立国の実現等を総合的に推進する。さらに、地方の自立と活性化

を促進するため、市町村合併を効果的に支援する。

活力ある中小企業の革新と再生を積極的に支援するため、中小企業者への資金

供給の円滑化等を図るとともに、中小企業の技術開発、人材確保、新事業展開等

を支援する。

国家・国民の安全と安心を確保するために、公共施設や住宅等の耐震化等の大

規模地震対策、治山治水対策をはじめとし、消防等の防災対策を推進するととも

に、テロ、有事に係る体制整備を推進する。併せて、陸・海・空の公共交通の安

。 、 「 、 」全対策を総合的に推進する また 国民の不安を払拭し 世界一安全な国 日本

の復活を図るための強力な治安対策を推進するとともに、児童生徒等の安全確保

対策、情報セキュリティ対策、犯罪被害者等のための施策、衛生上の安全確保等

を進める。

３ 公平で安心な高齢化社会・少子化対策

人口減少社会の到来を踏まえ、国の基本政策として少子化の流れを変えるため

の施策を強力に推進する。このため 「少子化社会対策大綱 （平成16年６月４、 」

日閣議決定）及び「子ども・子育て応援プラン」に基づき、職場と地域を通じた

子育て支援体制の強化、待機児童ゼロ作戦をはじめとする仕事と子育ての両立支

援、男性・女性を通じた働き方の見直し、子育ての支え合いと連帯等を進めると

ともに、生命の大切さや家庭の役割について理解を深める等少子化対策の推進を

図りつつ、国民的運動を展開する。また、年内に策定する「女性の再チャレンジ



6

応援プラン （仮称）を踏まえた施策を進める。」

介護、子育て支援サービス基盤の効果的な整備の推進や「健康フロンティア戦

略」を踏まえた健康寿命の延伸を図るとともに、高齢者・障害者に配慮した生活

環境の整備、社会参加活動を推進する。

さらに、アスベスト問題に対応するため、被害者救済対策やアスベストの早期

かつ安全な除去等に取り組む。また、科学に基づいた食の安全と消費者の信頼の

確保を図る。

総合法律支援の実施及び体制整備等、国民に身近で頼りがいのある司法を目指

す司法制度改革に引き続き取り組む。

４ 循環型社会の構築・地球環境問題への対応

環境保護と経済発展の両立のため、関係府省は施策の重複を排除しつつ連携・

協力を強化する 「京都議定書目標達成計画 （平成17年４月28日閣議決定）に。 」

基づき、京都議定書の削減約束の達成、脱温暖化社会の構築へ向け、国民各層一

体となった取組を推進する。このため、省エネ・新エネ対策や、京都メカニズム

の活用、多様で健全な森林の整備・保全等の取組を確実に実施する。環境技術の

実用化に向けた研究開発等科学技術の活用を進めるとともに、廃棄物等の発生抑

制、再使用、リサイクルや不法投棄の防止等を着実に実施する。自然との共生や

都市のヒートアイランド対策を進める。石油・天然ガス、原子力発電を含むエネ

ルギー安定供給確保策の強化を進める。

５ 社会資本整備

（公共投資の重点化）

重点４分野を中心に「基本方針2005」を踏まえた施策の集中を図るとともに、

整備水準、整備の緊急性、国と地方の役割分担等の観点から、きめ細かく重点

化を図る。

具体的には、防災・減災等による安全・安心の確保や我が国の競争力強化、

都市再生・地域再生を推進する観点を踏まえた重点化を進めることとし、三大

都市圏環状道路、スーパー中枢港湾、大都市圏拠点空港等を推進するとともに、

地方の自主性・裁量性を拡大しつつ、災害対策、都市機能の高度化、公共空間

のバリアフリー化、リサイクルの推進等の課題について、事業横断的に取り組

む。災害対策については、対象の重点化、規制手法の活用、ソフト施策との連

携など、総合的な対策を講ずる。

他方、上下水道、大規模ダム、都市公園、地方道、地方港湾、地方空港、農山

漁村の生活環境整備等については、事業の必要性を精査し、これまでの「予算編
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成の基本方針」に基づき、引き続き見直しを行う。

また、地域間の予算配分は、整備状況を踏まえて弾力的に行う。

（公共事業の効率的・効果的な実施）

既存ストックの有効活用、効率的・計画的な維持管理の推進、ＰＦＩの活用、

規格の見直し等による効率的な公共事業の実施に努め、５年間で15％の総合コ

スト縮減を図ることを目標とする公共事業コスト構造改革を引き続き強力に推

進する。併せて、社会資本整備の効率をより高めるため、関連するソフト施策

との連携を推進する。

また、談合の排除など、入札・契約の透明性、公正性を確保する。そのため、

再発防止策の厳格な運用を図るとともに、引き続き不断に見直しを進める。

（事業評価の厳格な実施等）

効率的な事業実施のために、事前・事後の事業評価を厳格に実施する。事業

評価に当たっては、第三者によるチェック機能の活用、情報公開の徹底、透明

性の確保を図りつつ、事業評価を踏まえて個別事業の新規採択・継続・中止を

判断するなど、評価結果の予算への反映を徹底する。

６ 社会保障制度

少子高齢化が進展する中で、経済・財政と均衡がとれ、将来にわたり持続可能

な制度を構築するため、社会保障の一体的見直しを進める。

平成18年度予算においては、こうした考え方の下、医療、介護その他の分野の

制度改革等により、社会保障関係費の自然増を抑制する。

なお、年金についても、被用者年金制度の一元化に向けた具体的な処理方針を

できるだけ早く決定できるよう検討を進める。

（医療制度改革）

医療制度については、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとし

ていくため、政府・与党医療改革協議会による「医療制度改革大綱」(平成17年

12月１日)に基づき 「安心・信頼の医療の確保と予防の重視 「医療費適正化、 」、

の総合的な推進 「超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」と」、

いう基本的考え方の下、構造改革を推進し、平成18年度予算から反映させる。

（介護）

介護報酬については、賃金・物価の動向等の昨今の経済動向、介護事業経営実

態調査の結果、保険財政の状況、平成17年度改定等を踏まえ、適正に見直す。ま

た、効率的かつ効果的な介護予防の推進、在宅中重度者への対応等の観点から、
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介護報酬体系の見直しを行う。

７ 地方財政

国と地方に関する「三位一体の改革」について、平成18年度までの三位一体の

改革に係る「政府・与党合意」及び累次の「基本方針」を踏まえて以下のように

取り組み、その成果を平成18年度予算に適切に反映する。

国庫補助負担金について、税源移譲に結びつく改革、スリム化の改革及び交付

、 。金化の改革を進め 平成18年度までに４兆円を上回る廃止・縮減等の改革を行う

税源移譲は、これまでの国庫補助負担金の改革の結果を踏まえ、３兆円規模と

する。この税源移譲は、平成18年度税制改正において、所得税から個人住民税へ

の恒久措置として行う。平成18年度予算においては、税源移譲額の全額を所得譲

与税によって措置する。

地方交付税については、累次の「基本方針」に基づき、国の歳出の見直しと歩

調を合わせて、地方歳出を見直し、抑制する等の改革を行う。平成18年度におい

ては、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源措置を行い、地方団体

の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保す

る。あわせて、2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を目指して、国・

地方の双方が納得できるかたちで歳出削減に引き続き努め、平成18年度において

も地方財政計画の合理化、透明化を進める。また、地方財政計画の計画と決算の

乖離の是正を図り、重点強化期間内に解消の目処をつけるよう努める。引き続き

交付税の算定方法の簡素化、透明化に取り組むとともに、不交付団体（市町村）

の人口の割合を着実に高める。


