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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 20 回）

 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年７月 20 日(木) 17:19～17:36 

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         二階 俊博  経済産業大臣 

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)取締役相談役 

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 

 

武藤 敏郎  日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）「19 年度予算の全体像」について 

（２）平成 19 年度概算要求基準について 

3．閉会 

 

 (説明資料) 

○ 「19 年度予算の全体像」 

○ 谷垣議員提出資料 

 

（配付資料） 

○ 平成 19 年度の地方行財政の運営について（竹中議員提出資料） 

○ 平成 18 年度年次経済財政報告概要（内閣府） 

○ 平成 18 年度年次経済財政報告（内閣府） 

 

 

（本文） 
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○議事の紹介 

（与謝野議員）  それでは、ただいまから今年20回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。 

（プレス退室） 

（与謝野議員）  本日の議題は、第１に「19年度予算の全体像」について、第２に平

成19年度概算要求基準について御討議をいただきます。なお、福井議員は国内出

張のため御欠席でございまして、武藤副総裁にお越しいただいております。 

 

○「19年度予算の全体像」について 

（与謝野議員） まず、「19年度予算の全体像」でございますが、お手元に前回の審議

を踏まえまして、所要の調整を行った「19年度予算の全体像」の最終案をお示し

してございます。本案に関して御発言があれば承りたいと存じます。 

 御発言がなければ、「19年度予算の全体像」は、本案のとおり、諮問会議として

とりまとめさせていただきます。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それでは、今後の予算編成作業につきまし

ては、この全体像を踏まえて行っていただきたいと思います。 

 総理から、何か御発言は。 

（小泉議長） 長い間ありがとうございました。 

 

○平成19年度概算要求基準について 

（与謝野議員）  次に、平成19年度概算要求基準について、谷垣議員から御説明、ま

た財務省主計局長からも補足説明がございます。 

（谷垣議員） 平成19年度予算の概算要求基準につきましては、先般、閣議決定いた

しました「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を踏まえまして、従

来の改革努力を継続する厳しい基準を設定する、そしてメリハリの効いた歳出見

直しを行うことが大事だと考えております。 

  こういった観点から、平成19年度概算要求基準の枠組みにつきましては、これ

までの基準を踏まえながら、今後５年間の歳出改革の内容も考慮して、改革の初

年度にふさわしいものにしたいと考えております。また、きめ細かなメリハリ付

けを可能とするための工夫も行うこととしたいと考えております。 

  詳細につきましては、主計局長より説明させます。 

（与謝野議員）  それでは主計局長。 

（藤井財務省主計局長） それでは、平成19年度の概算要求基準案について御説明さ

せていただきます。 

 基本的な考え方につきましては、ただいま大臣よりお話があったとおりでござ

います。具体的な内容でございますけれども、資料「谷垣議員提出資料」の「平

成19年度一般歳出の概算要求基準の考え方」という図を中心に御説明させていた

だきたいと思います。 
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 まず、基準額算定の枠組みについて申し上げたいと思います。経費分類につき

ましては、昨年度までの概算要求基準、これで用いました経費分類に変えまして、

今後５年間の歳出改革の内容を決めて、それに沿った分野別に焦点を極力当てる

ことで臨むとしております。 

 各経費別の基準額でございます。まず、年金・医療等の経費でございますが、

自然増が7,700 億円と見込まれます。これに対しまして、制度、施策の見直しに

よって2,200 億円の合理化を図るということで、5,500 億円程度の増加を確保す

ることといたしております。 

 公共事業関係費につきましては、昨年度と同様マイナス３％。若干順番は異な

りますけれども、その他の経費でございます、科学技術振興費につきましては前

年度予算と同額、国立大学法人運営費及び私立学校助成費につきましてはマイナ

ス１％、防衛関係費につきましてもマイナス１％といたしております。それ以外

の経費はＯＤＡも含めまして、マイナス３％といたしております。 

 義務的経費でございますけれども、参議院選挙等の特殊要因を除きまして、前

年度予算と同額としたいと考えております。人件費につきましては、給与構造改

革の効果を織り込むとともに、定員純減について可能な限りシーリング段階でも

盛り込んでいきたいと考えております。見込まれる部分については減算を立てて

いくと考えております。 

 次に、メリハリ付けの仕組みについて御説明をさせていただきます。 

 １点目は、昨年度に引き続きまして、年金・医療等以外の経費全体を一体とし

て見直し、要求、要望できることとし、経費間を超えたメリハリ付けを推進する

こととしております。 

 ２点目といたしましては、公共事業関係費及びその他経費につきまして、２割

増の額を要望額の上限とし、引き続き重点化すべき施策の要望が十分に行い得る

ようにしております。 

 ３点目といたしまして、「経済成長戦略推進要望」といたしまして、「経済成長

戦略大綱」に記載されたもののうち、新規性の高い事業、あるいは地域経済の活

性化効果が高い事業等につきまして、要望額を２％加算できるようにしておりま

す。母集団といたしましては、ご覧いただきますように公共事業関係費が７兆円、

その他経費が7.3 兆円の計約14兆円強ということでございますので、その２％、

3,000 億円程度が要望額に加算されるということになります。 

 ４点目といたしまして、「重点化促進加算（500 億円）」がございます。真に重

要な施策への対応など、予算全体のメリハリ付け強化の観点から、別途の予算措

置の財源といたしまして、重点化促進加算500 億円を設定することとしておりま

す。 

 以上の結果、右下にございます「（参考）19年度概算要求基準の増減額」をご覧

いただきたいと思います。年金・医療等の経費につきましては、プラス5,500 億

円、公共事業関係費につきましては、マイナス2,200 億円、その他経費はマイナ

ス1,400 億円となっております。これに加えまして、平成19年度の場合は参議院
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選挙の費用の増加が約600 億円程度、さらに「石油及びエネルギー需給構造高度

化対策特別会計」への繰り入れがプラス1,200 億円程度、特殊要因でやむを得な

い増加が大きく見込まれております。昨年度はプラス300 億円だったのが、平成

19年度ではプラス2,000 億円程度となっております。 

 以上の数字に、先ほど申し上げました重点化促進加算プラス500 億円を加えま

すと、平成19年度の概算要求基準の増加額は、全体でプラス4,400 億円となって

おります。昨年度の対前年度増加額、シーリングではプラス2,600 億円でござい

ますけれども、先ほど申し上げました特殊事情を控除して考えますと、基本的な

枠組み、あるいは実質的なシーリングでの増加額は、昨年度とほぼ同様の厳しい

内容になっているということが言えるのではないかと思っております。 

 以上が概算要求基準の大きな枠組みでございますけれども、恐れ入りますが、

最後に、「平成19年度概算要求基準のポイント」について、簡潔にご説明申し上げ

たいと思います。 

 「４．別途検討事項」につきまして、今後の予算編成過程におきましては、少

子化社会対策会議において決定されました「新しい少子化対策について」に基づ

く児童手当にかかる経費、あるいは在日米軍再編に関するトランスフォーメーシ

ョンということだと思いますけれども、防衛関係費にかかる経費等に関しまして

は、予算編成過程におきまして、検討事項として取り扱うと考えております。 

 「３．各経費の重点化・効率化等」では、これからの予算の要求、要望に当た

って、あるいは秋以降の予算編成過程における、各経費の重点化・効率化等に当

たっての留意点を掲げております。 

 これらにつきましては、明日閣議了解されるシーリングの文書にも明記させて

いただきたいと考えております。これらを通じまして、更なる予算の質の改善と

いうところにも意を用いていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございます。それでは、二階大臣、竹中大臣から御発言

の申し出があります。 

 まず、二階大臣からお願いします。 

（二階議員） ただいま平成19年度予算要求につきまして御説明をいただきましたが、

経済産業省としては「経済成長戦略」及び「経済成長戦略大綱」に基づくメリハ

リの効いた、しかも元気の出る経済対策を推進していく上において、「経済成長戦

略推進要望」を設けることを提案しておりましたが、これについて諮問会議の賛

同をいただく運びとなったことに、大変感謝しております。 

 この際、財政当局に１、２点確認しておきたいことがあります。 

 まず、各府省において創造力豊かなアイディアを引き出すことができるように、

「成長戦略関連の予算」については、既存の要望と区別した要望枠を設けるとい

うことになっておりますが、このことを確認しておきたいと思います。 

 次に、その対象は、従来のような「需要追加型」のものではなくて、新規性の

高いものと示されておりますが、これは新規性の高い、成長力を押し上げる効果
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の高い「構造改革型」の要求に限定することだと理解しますが、この点を確認し

ておきたいと思います。 

 なお、谷垣大臣、藤井主計局長よりご説明いただいた、「経済成長戦略推進要望」

は、この仕組みを具体化していただいたものと思っておりますが、成長力強化に

向けて、それぞれの省庁から自由闊達に、相当効果が上がるような戦略的な政策

が打ち出されることを期待しております。 

 いずれにしましても、改革の向こうに見える明るい日本の未来という姿を国民

の前に描き出すということにおいて、大変重要なことであると思っております。

私どもも一層努力したいと思っておりますが、特に地域や中小企業をはじめ、国

民の元気が出るような、効果的な施策になりますように、一層の関係者の御努力

をお願いしたいと思います。 

（与謝野議員）  以上の点につきましては、竹中大臣の発言の後、まとめてお答えい

ただくことにしまして、次に、竹中大臣から御発言をいただきます。 

（竹中議員） 平成19年度の予算編成に当たりましては、地方歳出についても国の取

組みと歩調を合わせて削減に取り組むことは、大変重要だと思っております。そ

のためには、各府省の協力が必要なところがございまして、そこで平成19年度の

概算要求基準の閣議了解に合わせまして、各府省に取り組んでいただきたい事項

について、総務省から文書で要請を行いたいと考えております。 

 具体的には、地方歳出に対する国の関与の縮小・廃止に努めていただきたいと

いうこと、それと地方公務員の純減に支障を来すような施策については厳しく抑

制していただきたいということ、また、国庫補助負担金については、補助率カッ

トではなくて、原則的に廃止・縮減する方向で検討されたいといった内容でござ

います。 

 また、これに合わせまして、今後、「基本方針2006」に沿いまして、さらに地方

分権を進めるための制度改革、分権一括法等も含めて非常に大きな問題が出てき

ます。これは内閣を挙げて取り組まなければいけない問題だと思いますので、諮

問会議におかれましても、これらについて格段の御支援をぜひお願いしたいと思

っております。 

 地方行財政改革は以上でございますが、予算に合わせて国の行政機関の定員に

ついても、当然、話として出てまいりますので、定員の純減についても「基本方

針2006」を踏まえまして、しっかり取り組んでいただきたいと思っております。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。それでは、財務省から二階大臣からのご

発言に対して発言をいただきます。 

（藤井財務省主計局長） 二階大臣のお話、私どもも肝に銘じて対応していきたいと

思います。特に２％の要望枠についてでございますけれども、各省庁が知恵を絞

り、具体的な新規性や、あるいは構造改革や人材育成の促進など、閣議了解文の

中にある程度の基準を明記したいと思っております。その上で各省に知恵を出し

ていただき、経済成長戦略推進要望の２％はこういうものだということを、概算

要求の段階では各省にできる限り明記していただく。その上で全体像、概算要求
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をとりまとめる段階では、結果的にこういう固まりが全体として要望されている、

ということもでき得る限りまとめた上で、例えば経済財政諮問会議でもご紹介を

させていただく。また、具体的な予算編成過程においても、いろいろな規定の経

費等、メリハリ付けの中で具体的な査定作業をやっていくわけですが、政府案の

決定過程においても、これらの要求・要望がどういう形になったのか、できる限

りフォローアップできるような形で査定に臨んでいきたいと考えております。 

（与謝野議員）  それでは、御発言のある方は自由に御発言をいただきたいと思いま

す。 

 よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

（与謝野議員） それでは、平成19年度概算要求基準の考え方を経済財政諮問会議と

して了承したいと存じますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員）  それでは、了承することといたします。平成19年度概算要求基準に

ついては、明日の閣議で財務大臣から報告がなされる予定でございます。 

 それでは、総理から御発言をいただきます。 

（小泉議長） ５年間ありがとうございました。 

いろいろなことがありましたけれども、この方向が正しかったんですね。これ

からもこの路線を続けて、経済活性化と財政健全化が両立できるよう、頑張って

いかなければいけないと思います。ありがとうございました。 

（安倍議員） これが最後ではないですよね。 

（二階議員） もう一回あります。 

（牛尾議員） ９月22日です。 

（小泉議長） 新しい総裁が決定した後ですね。 

（与謝野議員）  以上をもって終了させていただきます。どうもありがとうございま

した。 

 

（以 上） 


