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（開催要領） 

1．開催日時：2005 年 12 月 16 日(金) 16:32～17:24 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    安倍 晋三 内閣官房長官 

同 与謝野 馨 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵 総務大臣 

同     谷垣 禎一 財務大臣 

同     福井 俊彦 日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 川崎 二郎 厚生労働大臣 

同     中馬 弘毅 行政改革担当大臣 


西野あきら 経済産業副大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）行政改革の重要方針（社会保険庁改革、特別会計改革）について 

（２）「改革と展望」の改定（原案）について 

（３）平成 18 年度予算の基本的方向性について 

３．閉 会 

(説明資料) 

○ 行政改革の重要方針について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保険庁改革について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保険庁改革について（川崎臨時議員提出資料） 

○ 特別会計の改革について（有識者議員提出資料） 

○ 特別会計の整理合理化について（谷垣議員提出資料） 

○ 「構造改革と経済財政の中期展望－2005 年度改定」（原案） 

○ 平成 18 年度予算の基本的方向性について（谷垣議員提出資料） 

（配付資料） 

○ 川崎臨時議員配布資料 

○ 構造改革評価報告書５（内閣府） 
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（概要） 

○行政改革の重要方針（社会保険庁改革、特別会計改革）について 

（中馬臨時議員） 行政改革の重要方針について、説明する。 

   10  月 31  日の内閣改造時に総理から行政改革の重要方針を年末にとりまとめるよ

うに指示を受けた。このため、政策金融改革、特別会計改革、総人件費改革、政府

資産・債務改革、社会保険庁改革など、さらに推進すべき行政改革の重要課題につ

いて、経済財政諮問会議及び与党等の検討も踏まえて、政府としての方針を行政改

革の重要方針として、一括してとりまとめているところである。現在、各省庁、与

党等との調整を行っているところであり、政府予算案とあわせて 12 月 24 日に閣議

決定したいと考えている。 

行政改革は、方針を定めるだけではなく、それを実施に移すことが何より重要で

あるため、この重要方針がまとまれば、方針で定める事項の着実な実施の推進を図

ることを目的として、特に平成 18 年通常国会後に処理を要する事項に関して、改

革の方針や推進方策を盛り込んだ「行政改革推進法案（仮称）」策定に取り組みた

いと考えている。 

個々の改革の記述について簡単に報告すると、政策金融改革については、11 月

29 日に当会議でまとめられた「政策金融改革の基本方針」及び「政府・与党合意」

をあわせた方針を記述している。 

特別会計改革については、調整中であり、追って特別会計改革の検討について、

財務大臣から説明をいただき議論いただくことになっていると考えている。 

総人件費改革については、11 月 14 日に当会議で「総人件費改革の基本指針」が

まとめられ、指針に即した政府としての実行計画を年内に策定することとなってい

る。この実行計画では、国の行政機関の業務の大胆かつ構造的な見直しによる事務

事業の削減、ワークアウトに関して、総理が本部長である政府行政改革推進本部に

おける独立行政法人に関する有識者会議を改組して、新しい有識者会議を開催する

こと、その知見を活用して決定する政府方針の実施に必要な制度や組織の改廃に関

する法律上の措置を、できる限り早期に実施するとともに、総定員法の定員総数の

最高限度を引き下げることとしている。 

また、独立行政法人等について、５年間で５％以上の人員純減または人件費削減

を行うことを基本とすること、そして、基本方針においては「検討する」等の表現

であったものを、原則「実施する」に改めること等、基本方針の内容の具体化を図

っている。 

政府資産・債務改革についても、11 月 29 日に当会議で基本的な方針がまとめら

れているので、同方針に即して記述をしている。 

社会保険庁改革については、平成 20 年 10 月を目途に、現行の社会保険庁を廃止

するとともに、公的年金と政管健保の運営を分離の上、それぞれ新たな組織を設置

する等の解体的出直しを行うことを記述している。社会保険庁改革に関しては、川

崎臨時議員から後ほど説明をいただき、議論していただくことになっている。 

その他の改革として、公共サービスの効率化（市場化テスト）法案及び公益法人

制度改革に関する法案を平成 18 年通常国会に提出することも記述している。 

さらに、重要方針の実施に関するフォローアップを毎年度行い、改革を加速して

いくとともに、その結果を行政改革推進本部に報告して、公表することを記述して

いる。 

本会議に出席しておられる各位におかれては、年末の行政改革の重要方針のとり
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まとめにつき、最大限の御協力をお願いしたい。 

（本間議員） 行政改革の重要方針の策定に当たって、民間議員からお願いしたい点が

ある。 

重要方針を閣議決定あるいは法案化することは、極めて重要な作業と認識してい

るが、その過程で、諮問会議をはじめ政府部内において、より突っ込んだ検討が行

われる必要があると感じているので、これをお願いしたい。 

特に、行政改革の重要方針に盛り込まれる各種方針については、今後諮問会議に

おける歳出・歳入一体改革の議論の中で関連する部分が非常に多く、改革工程の具

体化を含め、さらに検討しなければならないテーマを多く抱えている。したがって、

今回の行政改革の重要方針はあくまでもボトムラインであって、ファイナルゴール

でないということを、方針の中で明記していくことが重要と考えている。改革の前

倒しや上乗せが必要な場合には、きちんとそれを実行していくということと同時に、

閣議決定や法案には、改革の加速を可能にするための条項を盛り込んでいただきた

い。 

（与謝野議員） それでは、社会保険庁改革に関する有識者議員提出資料について、吉

川議員から説明をお願いする。 

（吉川議員） 資料「社会保険庁改革について」を説明する。 

社会保険庁改革については、中馬臨時議員の話にもあったように、国民の信頼を

回復するために「解体的出直し」と呼ぶにふさわしいものとすべきである。 

   １．  年金組織については、我々がこれまで主張してきたとおり、内部のガバナン

スの強化、徴収の効率化、国民サービスの向上等の要件を満たすものでなければな

らない。 

   ２．  として、新組織の発足をもって改革が完了するわけではない。むしろ、これ

を出発点として、組織形態を含めて全般を見直しながら、次の３点の更なる改革を

強化すべきである。 

第１に、年金新組織の準備とあわせて、業務の全体を市場化テストの検討対象と

して早期に実施する。市場化テストを踏まえた民営化の可能性を引き続き検討する。

第２に、この検討途上においても、社会保険と労働保険の徴収事務一元化について

は着実に進めるべきである。第３として、徴収部門については、保険料と税との一

元徴収により効率化を図るという省庁横断的な組織統合も選択肢として考えられ

る。その可能性を十分に検討して、長期的課題として引き続き議論すべきである。

次に、政府管掌健康保険の新公法人組織については、事業主、被保険者等の意見

に基づく自主自律の運営を確保するとともに、保険者機能を十分に発揮できるよう

な体制とすべきである。当面、徴収事務は年金新組織に委ねるとしても、相互の独

立性を確保し、保険者として緊張感を持った運営を行うべきである。 

４．社会保険のオンラインシステムについては、コストの削減、個人情報保護・

セキュリティ対策の徹底の観点から、抜本的な見直しを早急に行うべきである。 

最後は、社会保険庁改革そのものからは独立のことになるが、国際的に著しく立

ち遅れている社会保障番号の活用などによるＩＴ化の加速を図り、社会保障制度全

体の効率化を目指すべき。社会保障番号の導入については、我々民間議員は 2001 

年からずっと主張してきたわけだが、これは大変重要な社会保障のインフラと考え

ている。社会保障個人会計的な発想に基づき、カード化による個人情報提供の充実、

国民サービスの向上といったことも目指すべきである。 

（川崎臨時議員）	 社会保険庁改革については、本会議における昨年８月から本年５月

にかけて数回にわたる議論も踏まえ、本年５月末に内閣官房長官主宰の有識者会議
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において、また、今月 12 日に私が主宰する社会保険新組織の実現に向けた有識者

会議において、順次意見のとりまとめをいただいた。本日は、これらに基づいて、

今後取り組むこととしている改革内容について説明する。 

資料１ページに社会保険庁の組織改革の全体像を示している。左側は現在の社会

保険庁の姿だが、事業運営に関する様々な問題が指摘されてきた中で、その背景に

ある現行組織が抱える構造問題を一掃することが、国民の信頼回復のために不可欠

である。 

このため、平成 20 年 10 月を目途に、現行の社会保険庁を廃止・解体し、資料の

右側に示しているとおり、政管健保と公的年金の運営を分離した上で、それぞれ新

たな組織を設立する等の解体的な出直しを図ることとする。政管健保については、

国から切り離し、新たに非公務員型の公法人を設立する。ただし、健康保険の保険

料徴収については、年金運営新組織において厚生年金保険料とあわせて徴収するが、

これは公権力を行使した国の事務として行うものである。御指摘のように公法人か

ら委託を受けるという位置づけではないが、相互の独立性を確保し、保険者として

の緊張感を持った運営を確保していく。保険医療機関の指導監督等の事務について

は、厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に移管する。 

公的年金については、新たな政府組織が運営を担うが、新組織については、名実

ともに新たな国の行政組織としての再出発を図るため、現在の外局ではなく厚生労

働省の特別の機関とする。また、外部人材の登用による年金運営会議、特別監査官

といった新しい構造、機能を備えた組織とする。併せて、組織の構造改革を進め、

１万人程度の人員削減、民間企業的な人事評価制度の導入、地方組織の抜本的な改

革等を行うほか、年金受給者や保険料負担者等の意向を事業運営に反映させるため

の運営評議会等を設ける。 

このうち人員削減については、オンラインシステムの刷新、市場化テスト等によ

る外部委託の拡大、ブロック化による業務の集約化を通じて、組織の大幅なスリム

化を図る。具体的には、平成 18 年から平成 24 年までの７年間に常勤公務員の 20％ 

以上の純減、常勤及び非常勤合わせて１万人程度の純減を進めていく。 

国民年金保険料の収納率向上が現下の最重要課題となっており、今後も収納率向

上のための様々な取組に最善を尽くす考えである。人員削減計画においても、組織

全体としてはスリム化を図る中で、保険料の強制徴収等については、要員強化を図

ることとしている。また、年金運営会議や特別監査官への外部専門家の登用に加え、

執行部門にも他省庁から人材に来ていただきたいと考えており、既に話し合いに入

っている。 

ＩＴ関係については、御指摘のとおりなので、民間のＩＴ関係等の専門人材を積

極的に受け入れたいと考えている。特に、ＩＴ戦略会議の構成員である大山東京工

業大学教授に入っていただいて御指導いただいているところである。 

地方組織については、ガバナンスを強化するため、現在、都道府県ごとに設置さ

れている社会保険事務局を廃止し、新たなブロック単位の機関を設置する。これら

の組織改革実現のため、次期通常国会に関連法案を提出することとしているが、国

民の信頼に足る新たな組織としての再出発を明らかにする観点から、新たな単独立

法として提出したいと考えている。 

なお、年金運営新組織の名称については、まだ決めていない。今後幅広く意見を

伺った上で、しっかりと国民の間に定着できるものにしたいと考えている。現在の

社会保険事務所に代わる第一線機関については、労働関係ではハローワークという

名称を使っているが、同じように愛称を公募してその中から選んでいきたいと考え
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ている。 

資料２ページだが、ただいまの組織改革のほか、平成 20 年 10 月の新組織発足に

向け、今後取り組むべき改革年次計画の全体像を示している。業務改革、システム

改革をはじめ、総合的に改革を進めていく。 

資料３ページ以降には、本年５月の本会議において、民間議員から提示された６

つの要件についての対応状況を示している。お示しいただいた考え方に沿った改革

の姿になっていると私どもは考えている。 

今回、民間議員から提案のあった強制徴収等を含む業務全体の市場化テストや税

との一元徴収などは、大変困難な課題である。また、社会保障番号の活用について

は、社会保障制度における横断的な課題として、戦略会議でも医療の部分もしっか

りやるようにと指摘いただいた。また、情報公開法、個人情報保護の問題が絡み合

ってくるので、しっかり検討しながら、可能な限り前進させていきたいと考えてい

る。 

いずれにしても、国民の信頼を得ることができる新組織の実現に向けて、こうし

た各般にわたる改革の着実な実施に最善を尽くしてまいりたい。 

（奥田議員） 2007 年度に 80％まで国民年金保険料の納付率を引き上げるという目標

だったと思うが、足元は何％ぐらいまで上がっているのか。 

（村瀬社会保険庁長官） 現年度ベースの保険料納付率は、平成 16 年度末で 63.6％、

これを 80％にするというのが目標。過年度分を含む 16 年度末の納付率は 68.7％。

現段階の途中経過は、平成 17 年 10 月末で対前年度比で１％改善したという状況。

今現在、平成 16 年の年金法改正により、所得情報が市町村から取得できることに

なっており、新しい収納プログラムに合わせて、収納対策を講じている状況である。

（奥田議員） 80％ということは、あとの 20％はできないということか。 

（村瀬社会保険庁長官） 市町村で実施したときの最高値をどこに置くかということで、

平成９年に 80％であったのを最低限の目標にすることにして、80％が目標になって

いる。 

（川崎臨時議員） 今現在、国民健康保険の世帯当たりのカバー率が 80％。市町村にお

願いしている国民健康保険。そういう意味では、かなり高い目標と考えている。 

（与謝野議員） それは会社勤め以外の話ですか。 

（川崎臨時議員） そうです。 

（村瀬社会保険庁長官） 基礎年金全体となると、93％の方にお納めいただいている。

そのうち、国民年金の部分が低いということである。 

（中馬臨時議員） 本当は、100％じゃないといけない。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの中で、話し合いがあった部分がある。 

１． の文章では「なければならない」という表現であるが、２． 以降は、例えば

「進めるべき」、「議論すべき」、あるいは「運営を行うべきである」と、「べき論」

になっている。思い切って、例えば「早急に実施する」という断定的な書き方がな

ぜできなかったのか。この辺りは、民間議員の中でも説明をした方がいいのではな

いかという話があった。 

（本間議員）	 民間議員としての意見は、主体として我々がやるものではない、という

立場にあるので、「べきである」という形で強く要請しているのが、この文脈の一

つの意味である。社会保険庁改革については、我々が意見を述べる前に、重要方針

取りまとめのプロセスが進んでいたため、急遽このペーパーをまとめたということ

もあった。我々としては、そういう段階の中で、強い要請という形で「ベきである」

とした苦衷の表現であると御理解いただきたい。ぜひ川崎臨時議員には、その思い
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を受け取っていただき、最終的な重要方針の中では生かしていただきたい。 

（与謝野議員） 社会保険庁改革に関して、次のように取りまとめさせていただきたい。

社会保険庁改革については、行政改革の重要方針の最終的なとりまとめに向け、

本日の議論を踏まえ、さらに調整をいただきたい。諮問会議としては、本日の民間

議員の指摘を踏まえ、社会保険庁改革についても歳出・歳入一体改革の審議の中で、

引き続きさらに検討を深めていきたい。 

（川崎臨時議員・村瀬社会保険庁長官 退室） 

（本間議員） 特別会計の改革について、説明する。 

特別会計改革については、財務省の財政制度等審議会においても、あるいは諮問

会議においても、これまで様々な形で議論を深めてきたし、今回、自民党の側から

も思い切った特別会計の改革についてのご提案を頂いた。 

我々が危惧しているのは、第１に、組織の数合わせになっていないかということ。

資料の 1．にあるように、単なる複数の会計の統合、あるいは統合した上で勘定を

別勘定にするというだけでは真の改革とはいえないと考えている。そもそも業務が

民間でできるようなものについては、これは民営化すべきであろうと思う。あるい

は公共サービスとして存続すべき事務であったとしても、一般会計へ統合したり、

厳しくガバナンスが働くような形で内容をきちんと改めていくということが必要

になってこようかと思う。全ての特別会計事業に対して、我々が従来主張してきた

通り、ゼロベースの検討のために市場化テストを早急に実施すべきであろうと考え

る。 

第２に、各論的な形で統廃合が議論されているが、特別会計をどのような形で歳

出・歳入一体改革の中に位置づけていくかということが大きな視点から求められて

くる。まず、全体では特別会計での実質的な業務に充てられている 17 兆円の事業

規模については、きちんと圧縮して、削減していくことが必要であろう。各特別会

計のバランスシート、資産・債務が膨れ上がっているということもある。この点で

資産・債務の圧縮をしていくということも重要。さらにはキャッシュフローの面で、

これは計算の仕方によるが、現在価値で 40 兆円以上の剰余が存在しているという

ことだから、これを財政健全化にどう貢献させるかについて、きちんと明示した数

値目標を設定し、具体的なアクションプランにまとめていくということが必要。 

第３に、各特別会計の中身について。まだ、この点についてはきちんとした具体

案がないわけだが、全体の計画に沿って各特別会計においても、歳出削減等につい

ての数値目標や改革工程をアクションプランとしてまとめていく必要がある。それ

を時系列的に改革の工程表的なものとして諮問会議に報告をして頂くと同時に、そ

の成果を達成できない時には見直しを行っていく必要性がある。 

したがって、第４に、改革の立法化に当たっては、改革を加速することを可能と

する条項を盛り込んでいくべきだろうと考える。 

それから最後は、特定財源のあり方について。この問題は色々と議論があるとい

うことは十分承知しているが、歳出・歳入一体改革の議論の中で、この問題を改め

て取り上げなければならないということが来年の６月辺りに出てくる。その時には、

できる限り具体的な方針をまとめていく必要性がないかということを問題提起し

ているものである。 

（谷垣議員） 特別会計については、私としても大変大事な課題だと認識して対応して

きた。その検討状況だが、今、本間議員の話にもあったように、財政制度等審議会

でも報告を出して頂いた。それから、与党でも自民党行革本部で特別会計整理合理

化計画の骨子を元にして、改革案を協議して頂いている最中と承知している。した
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がって、自民党の案について、現時点で政府として何らかの正式なコメントをする

という段階にはまだ来ていないと思うが、今日はこういう協議中の案も念頭に置き

ながら、特別会計の整理合理化の概ねの方向性について申し上げたい。 

資料の１ページ目に総論を書いている。ポイントは４つ。第１に、５年間で約 20 

兆円程度の財政健全化への貢献を目指すこと。第２に、諮問会議でも指摘されてき

た市場化テスト等も活用しながら特別会計の数を大幅に減らし、２分の１から３分

の１程度に減少させること。第３に、そのための法案を平成 19 年度中に国会に提

出すること。最後に、特定財源についても、今般の基本方針に従って見直しを行う

こと。 

２ページ目以降は、各論について。財政制度等審議会の報告では、検討の方向性

が出されたわけだが、今回の改革案は具体的な改革の年限を切る等して、より踏み

出した内容となっていると思う。 

例えば、３ページ目の「３．公共事業」については、財政制度等審議会では道路

ほか４つの特別会計の統合を検討するとされていたが、今回は都市開発資金融通特

別会計とあわせて５会計を平成 20 年度までに統合することとしている。それから

財政制度等審議会の報告では、一般会計への統合が明示的に示されたのは登記特別

会計だけだったが、今回はこれに加えて、国営土地改良事業と特定国有財産整備と

いう２つの特別会計についても一般会計への統合を打ち出している。 

以上のとおり、諮問会議の民間議員からもご指摘頂いた目標設定、市場化テスト

の活用、それから一般会計への統合の増加等について、見直しの内容に盛り込んで

いる。 

（竹中議員） 今、主として国の特別会計の議論をしているが、行政改革の重要方針に

は地方の資産・債務の管理の話もある。その点で１点だけ申し述べておきたい。 

地方としても、当然のことながら資産・債務の管理を一生懸命やるつもりでいる。

しかし前回も申し上げたかもしれないが、その基礎となる会計制度ができていない

という大問題があると認識しており、そのことにしっかりと総務大臣として取り組

みたいと思う。実は国のバランスシートをつくるのに平成 10 年から 14 年まで試作

を行って、それで平成 15 年に初めて国の書類となった。つまり、国の一つのバラ

ンスシートをつくるのに足掛け６年かかっている。それを地方のすべての自治体で

つくるということになってくるわけだが、今、都道府県では３分の２が全体のバラ

ンスシートを持っているが、３分の１は持っていない。市町村では同様のバランス

シートを持っているのは１割だけで、あとの９割は持っていない。そうすると、

1,700 か 1,600 のバランスシートをつくった上で改革をしなければいけない。これ

は大改革だと思うが、そこはぜひしっかりと取り組んでいく。地方自治の 21 世紀

ビジョン懇談会をつくると申し上げているので、その中で会計制度の問題としてぜ

ひ取り上げて、重要方針を実現するように努力する所存。 

（本間議員） これから 20 日に重要方針を確定していくという作業になると思うが、

今申し上げた通り、社会保険庁改革と特別会計改革の問題については、まだペンデ

ィングの状況。中馬臨時議員と谷垣議員と民間議員とで、きめ細かく連絡をとりな

がら、しっかりとした修文をさせていただきたいと思う。よろしくお願いする。 

（与謝野議員）  特別会計の改革については、行政改革の重要方針の最終的なとりまと

めに向け、本日の議論を踏まえて、さらに調整をして頂きたい。諮問会議としては、

本日の民間議員のご指摘を踏まえ、歳出・歳入一体改革の審議の中で、特別会計改

革についても、引き続きさらに検討を深めていきたい。また、行政改革の重要方針

については、次回、中馬臨時議員から改めて報告を頂き、とりまとめに向けた審議
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を行いたい。 

総理から、何かご発言はいかがでしょうか。 

（小泉議長） これはもう塩川財務大臣以来の懸案だからやってください。随分変わっ

たものだ。財政制度等審議会の報告は、今までは無視されていた。それがこれだけ

進んでくるのだから、やればできるんだ。しっかりお願いします。 

（中馬臨時議員 退室） 

○「改革と展望」の改定（原案）について 

（与謝野議員） 「改革と展望」については、今月６日にお示しした事項案に沿って原

案を作成したので、私の方から、その概要を説明する。 

   まず、「１.はじめに」では、改革と展望が中期的な経済財政運営の基本方針と経

済財政の展望を示すものであり、経済の変動に適切に対応するため、毎年度改定し

ていることを述べている。 

「２.経済財政状況」では、平成 14 年に「改革と展望」を策定した時の経済状況

は極めて厳しいものだったが、我が国経済は長期停滞を脱して、民間需要中心の持

続的な回復軌道をたどっていること、２ページに移って、物価については、デフレ

からの脱却に向けた進展が見られるものの、物価は依然としてデフレ状況にあるこ

と等を記述している。 

また、財政面では、政府の大きさ及び財政収支についての目標の達成状況を書い

ているが、数字は今後書き込む予定。 

３ページの「３. 中期的な経済財政運営の基本方針」では、まずは、「経済財政

運営とデフレ脱却に向けた取組」として、１つ、民間需要主導の持続的な成長と財

政の健全化の両立を目指し、「歳出・歳入一体改革」を進めるとともに、構造改革

への更なる取組を行うこと。１つ、デフレからの脱却を確実なものとするため、政

府・日本銀行が一体となった取組を行うこと。１つ、デフレからの脱却の判断に当

たっては、慎重な判断を行うことが必要であることなどを記述している。 

４ページに移って、「経済の展望」では、経済成長及び物価動向の中期的な展望

について記述することとしているが、現在調整中の来年度の経済見通しなどを踏ま

え、次回の諮問会議で案文をお示ししたいと考えている。 

「財政の健全化」では、「基本方針 2005」で決定した取組を確認している。具体

的には、財政の健全化に向けて、引き続き政府の大きさを抑制するとともに、まず

は、2010 年代初頭における国・地方をあわせた基礎的財政収支黒字化を目指すこと。

また、来年の年央を目途に、「歳出・歳入一体改革」の選択肢及び改革工程を明ら

かにすること、また、平成 18 年度中に結論を得ること、としている。 

５ページ。「４．構造改革の更なる取組」では、「基本方針 2005」等に基づいて構

造改革への更なる取組を推進すること、さらに、「歳出・歳入一体改革」の検討を

更なる構造改革へとつなげることを記述している。また「基本方針 2005」以降、経

済財政諮問会議における議論を踏まえて具体化が図られた項目について書いてい

る。 

（西野経済産業副大臣） 前回、12 月６日の諮問会議で二階大臣から、歳出・歳入一体

改革を進めるに当たっては、経済の活性化による国富拡大が大前提である、これを

抜きにして考えることはできないと申し上げた。 

こうした観点から、１つは、中長期を見据えた国際競争力の強化、２つには、地

域経済、中小企業の活性化、これらの課題を内容とする、いわゆる「新成長戦略」

の検討を現在進めているところ。これらを進めるに当たっては、多くの関係者の意
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見を必ず聞くようにという強い指示を二階大臣から受けているところであり、「新

成長戦略」に全力を挙げて取り組んでまいる所存なので、今御説明のあった「改革

と展望」に、ぜひこの「新成長戦略」を位置づけていただきたい。これを受けて、

我が省としても、諮問会議に対してできるだけ早く、まとまった段階で順次御報告

してまいりたいと考えており、それに基づいて御議論いただければありがたい。よ

ろしくお願いする。 

（奥田議員） １点目は、今、経済産業省からお話があった「新成長戦略」は非常に明

快で、将来の明るい展望も開けると思うので、せひ、この「改革と展望」の中で位

置づけていただきたい。 

それから、医療制度改革について、診療報酬は大幅なマイナス改定という方向で、

政府・与党で一層の調整をお願いしたい。これは総理に下駄を預けるような話で、

申し訳ないが。 

（小泉議員） 30 兆円の枠があるから。 

（谷垣議員） 後ほど予算編成の進捗状況を御報告するので、そのときに 30 兆円とい

うことを申し上げたい。 

（本間議員） 今、西野副大臣からお話があった地域活性化の問題は、私は大阪に住ん

でいて、東京に住んでおられる方よりも深刻に受け取っている。竹中議員にも、総

務省として地域の活性化の問題をぜひいろいろ御検討いただきたい。それぞれの議

論のかみ合わせが大事だと思うので、よろしくお願いしたい。 

（与謝野議員）今日の御意見を踏まえ、「改革と展望」の 2005 年度改定については、引

き続き御審議をいただきたい。 

○平成 18 年度予算の基本的方向性について 

（谷垣議員） 今、平成 18 年度予算編成は大詰めを迎えており、全力を尽くして取り

組んでいるが、与謝野議員からお話があった、歳出・歳入一体改革の議論を進めて

いく土台固めの予算としたいと思っている。その上で年明けから、歳出・歳入一体

改革の検討をしっかり行っていきたい。 

   平成 18  年度予算であるが、12 月６日に閣議決定された「予算編成の基本方針」

の考え方を踏まえながら、大詰めの作業を行っている。18 年度予算では、改革続行

内閣にふさわしい予算とするよう、様々な「改革」の成果を盛り込むと同時に、重

点化あるいは質の向上を図って歳出を厳しく抑制していく必要があると考えてい

る。 

「改革」の成果の反映については、資料の１ページ目であるが、高齢者自己負担

見直しといった医療制度改革の成果を盛り込む。それから診療報酬は大幅な引き下

げを行うべく、今折衝中である。 

それから三位一体の改革について、政府・与党合意による補助金改革、税源移譲

を反映させていく。地方交付税は、地方財政計画の歳出内容の見直し、縮減等を通

じて交付税総額の抑制を図るべく、ただいま折衝中である。 

公務員総人件費は、大幅な定員純減とともに、給与構造改革などを通じて、総人

件費改革の着実な反映を図っていきたい。 

特別会計については、先ほども大きな方向は申し上げたが、事務事業等の効率化

等を通じて歳出を縮減し、一般会計からの繰入れや借入金の圧縮等を図りたい。 

２ページ目の予算の重点化・効率化と歳出抑制について。予算配分の重点化につ

いては、「予算編成の基本方針」に示された科学技術の振興、中小企業の技術開発、

少子化対策、それから循環型社会の構築といった課題に重点配分を行うこととして
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いる。その際、予算執行調査等を活用するとともに、予算執行実績を適切に反映し

て、予算の質の向上・効率化に努める。今年はそれに相当力を注いでいる。 

国債発行額の抑制については、昨日の与党税制改正大綱や経済動向等を踏まえ、

税収見積もりを精査しているが、地方交付税改革の実現や、三位一体改革の反映、

予算編成過程における歳出見直し等により一般歳出を前年度よりも減額するとい

うことを通じて、新規国債発行額を 30 兆円にできるだけ近づけるように、全力を

挙げている。 

以上、歳入・歳出一体改革の議論を進めていく土台固めとして、聖域なく徹底的

な歳出の見直しを図っていきたいということで進めている。 

（与謝野議員）谷垣議員からの御報告に対して、御質問、御意見等はあるか。 

（小泉議長） 今は折衝の真っ最中だからいいだろう。 

（与謝野議員） 予定の議事は以上であるが、お手元に 12 月 14 日に公表した内閣府の

「構造改革評価報告書」を配付している。御紹介は省略するが、医療制度改革につ

いて検討、分析がなされている。御参考にしていただきたい。 

（以 上） 
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