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（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） 

（概要） 

○「19 年度予算の全体像」について

（与謝野議員）  前回の審議を踏まえ、所要の調整を行った「19 年度予算の全体像」の

最終案について、御発言があれば承りたい。 

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

りまとめてよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員）	  それでは、今後の予算編成作業については、この全体像を踏まえて行

っていただきたい。 
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（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

（谷垣議員） 平成 19 年度予算の概算要求基準については、先般、閣議決定した「経

済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」を踏まえて、従来の改革努力を継続

する厳しい基準を設定し、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

ている。 

平成 19 年度概算要求基準の枠組みについては、これまでの基準を踏まえるとと

もに、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。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

いと考えている。 

詳細については、主計局長より説明させる。 

（藤井財務省主計局長） 基本的な考え方については、ただいま大臣よりお話があった

とおりである。 

具体的な内容については、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する。 

まず、基準額算定の枠組みについて。経費分類については、昨年度までの概算要

求基準で用いた経費分類に変えて、先日決めていただいた今後５年間の歳出改革の

内容に沿って、分野別に極力焦点を当てるということで臨むこととしている。 

各経費別の基準額について。年金・医療等の経費については、自然増が 7,700 億

円と見込まれるのに対して、制度、施策の見直しにより、2,200 億円の合理化を図

ることで 5,500 億円程度の増加を確保することとしている。公共事業関係費につい

ては、昨年度と同様マイナス３％。その他の経費について、科学技術振興費につい

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いてはマイナ

ス１％、防衛関係費についてもマイナス１％、それ以外の経費はＯＤＡも含めてマ

イナス３％。義務的経費については、参議院選挙等の特殊要因を除いて、前年度予

算と同額にしたいと考えている。人件費については、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

と考えている。見込める部分は減算を立てていくというように考えている。 

メリハリ付けの仕組みについて。１点目は、昨年度に引き続いて、年金・医療等

以外の経費については、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いる。２点目は、公共事業関係費及びそ

の他経費については、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いる。３点目は、「経済成長戦略推進要望」と

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いては、要望額を２％加算できるように

している。母集団は、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

兆円強なので、その２％、3,000 億円程度が要望額に加算されるということである。

４点目は、「重点化促進加算（500 億円）」。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して設定することとし

ている。 

以上の結果、右下の「（参考）19 年度概算要求基準の増減額」のとおり、年金・

医療等の経費についてはプラス 5,500 億円、公共事業関係費についてはマイナス

2,200 億円、その他経費はマイナス 1,400 億円となっている。加えて、19 年度の

場合は参議院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
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給構造高度化対策特別会計」への繰り入れがプラス 1,200 億円程度等、特殊要因に

よるやむを得ない増加が大きく見込まれている。昨年度はプラス 300 億円だったの

が、19 年度ではプラス 2,000 億円程度ということになっている。これに重点化促

進加算プラス 500 億円を加えると、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 億円となっている。昨年度の対前年度増加額、シーリングではプラ

ス 2,600 億円だが、先ほど申し上げた特殊事情を控除して考えると、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いる。 

最後に、「平成19年度概算要求基準のポイント」について簡潔に御説明する。「４．

別途検討事項」。今後の予算編成過程においては、少子化社会対策会議において決

定された「新しい少子化対策について」に基づく児童手当に係る経費、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で、これに関する防衛関

係費については、検討事項として取り扱うというように考えている。「３．各経費

の重点化・効率化等」。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い

る。 

これらについては、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

きたいと考えている。これらを通じて、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いる。 

（二階議員） 経済産業省としては、「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で、「経済成長戦略推進要望」を

設けることを提案していたが、これについて諮問会議の賛同をいただく運びとなっ

たことに感謝したい。 

この際財政当局に、一、二点確認しておきたいことがある。 

まず、各府省において創造力豊かな新しい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いるが、このことを確認しておきたい。 

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

ものと示されているが、これは、新規性の高い、成長力を押し上げる効果の高い「構

造改革型」の要求に限定することだと理解するが、この点を確認しておきたい。 

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たものと思っているが、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施策が打ち出されること

を期待している。 

いずれにしても、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いる。私どもも一層

努力をするが、地域や中小企業をはじめ、国民みんなが元気が出るような効果的な

施策になるように、関係者の一層のご努力をお願いしたい。 

（与謝野議員） 今の点については、竹中議員の発言の後に、まとめてお答えいただく。 

（竹中議員） 平成 19 年度の予算編成に当たって、地方歳出についても国の取組と歩

調を合わせて削減に取り組むということは、大変重要だと思っている。そのために

は、各府省の協力が必要なところがあり、19 年度の概算要求基準の閣議了解に合わ

せ、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

いと考えている。 

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
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うこと、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、というような内容である。 

   今後、「基本方針 2006」に沿い、更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くる。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うので、諮問会議においても格段の御支援をぜひお願いし

たい。 

地方行財政改革は以上であるが、予算に合わせて国の行政機関の定員の話も当然

出てくるので、定員の純減についても、基本方針を踏まえてしっかりと取り組んで

いただきたい。 

（与謝野議員）それでは、財務省から二階議員の御発言に対してお答えいただく。 

（藤井財務省主計局長） 二階大臣のお話は、我々も肝に銘じて対応していきたい。特

に２％の要望枠については、具体的な新規性や、あるいは構造改革や人材育成を促

進するものであることなど、ある程度の基準というようなものは閣議了解文の中に

明記したい。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％

というのはこういうものであるということを、概算要求の段階ではできる限り明記

していただく。概算要求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をでき得る限りまとめた上で、例えば経済財政諮

問会議に御紹介させていただく。また、具体的な予算編成過程において、いわばメ

リハリ付けの中で具体的な査定作業を行っていくが、政府案の決定過程においても、

これらの要求・要望がどのような形になったのか、できる限りフォローアップする

形で査定に臨んでいきたい。 

（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

て了承したいが、よろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） 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ある。 

（小泉議長） ５年間御礼を申し上げる。いろいろなことがあったが、この方向が正し

かった。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う。 

（与謝野議員） 本日は以上で終了する。 

      （以 上）
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