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（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 11 月 10 日(金) 17:30～19:19 

2．場 所：官邸２階小ホール 

3．出席議員： 

議長  安 倍  晋 三 内閣総理大臣 

議員  塩 崎  恭 久 内閣官房長官 

同  大 田  弘 子 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同  菅  義 偉 総務大臣 

同  尾 身  幸 次 財務大臣 

同  甘 利 明 経済産業大臣 

同  福 井  俊 彦 日本銀行総裁 

同  伊 藤  隆 敏  東京大学大学院経済学研究科教授 


（兼）公共政策大学院教授 

同     丹羽 宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同 御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役会長 

同  八 代  尚 宏 国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員  柳 澤  伯 夫 厚生労働大臣 

同  冬 柴  鐵 三 国土交通大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）集中審議③： 

1) 社会保障改革 

2) 公共投資改革 


（２）平成 19 年度予算編成の基本方針（事項案）について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○ 抜本的な社会保障改革について（有識者議員提出資料） 

○「社会保障改革」（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 社会保障改革について（菅議員提出資料） 

○ 社会保障制度改革に向けた課題（甘利議員提出資料） 

○ 公共投資改革の加速について（有識者議員提出資料） 

○ 公共投資改革と「創造と成長」のための取組（冬柴臨時議員提出資料） 

○ 公共投資改革について（菅議員提出資料） 

○「平成 19 年度予算編成の基本方針」事項案 

（配付資料） 

○「社会保障改革」（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 新健康フロンティア戦略賢人会議について（参考資料）（塩崎議員提出資料） 

○ 公共投資改革と「創造と成長」のための取組（参考資料）（冬柴臨時議員提出資料） 
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（概要） 

○集中審議③：１）社会保障改革

（八代議員） 有識者議員を代表して、「抜本的な社会保障改革について」を説明する。 

社会保障は、団塊世代が 65 歳以上に達し始める 2012 年までが極めて重要な改革

期間である。わずか５年しかなく、時間との競争という点が大事である。そのため、

以下の４つの基本的な視点を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの下、５年間の制度改革を

着実に進めなければいけない。その際に、歳出抑制と質の向上の両立を目指すこと

が重要である。 

第１番目として、４つの基本的視点がある。 

「①政府が保障すべき範囲の明確化」。過去の高度成長期の豊富な労働力人口及

び豊かな財源を前提とした「必要に応じた給付」の原則を根本的に見直し、今後の

人口減少下の日本では、「負担可能な範囲内での質の高い給付」の原則に転換しな

ければならないのではないか。 

「②世代間格差の是正」。格差論議で抜け落ちているのが、投票権を持たない将

来世代を含めた給付と負担との世代間格差である。この是正は、社会保障の持続性

を維持するためにも不可避である。 

「③個人ごとの給付と負担の管理・可視化」。社会保障の個人番号や健康保険証

の個人カード化などにより、個人ごとの給付と負担を管理すること。これは、給付

の効率化と負担の納得性を高める社会保障の個人会計が大事ということ。 

「④ＰＤＣＡサイクルの徹底」。改革の度合いを客観的、徹底的に検証するため

には、その結果を次の取組に反映させなければいけないということ。 

第２番目として、「基本方針 2006」における５年間の改革努力、国 1.1 兆円、国

と地方と合わせて 1.6 兆円の伸びを抑制する目標を達成するための具体的な計画

が必要ということ。仮に５年経ってからできなかったというのではだめなので、一

歩一歩進めていくため、平成 19 年度予算においても 2,200 億円の歳出抑制を確実

に実施しなければならない。 

第３番目として、上記の計画策定に当たっては、国民の負担増や給付削減の前に、

供給におけるコスト削減の努力が、国民の納得を得るために何よりも重要である。

そのために、以下の医療・介護サービスの「高コスト構造是正プログラム」が必要

である。厚生労働大臣におかれては、今年度内を目途に策定し、経済財政諮問会議

にご提案いただきたい。 

①平成 19 年度から５年間の計画とすること。 

②国の 1.1 兆円の改革努力のうち、５年間の同プログラムによりどれだけ達成で

きるかの数値目標を明示すること。 

③コストの削減やサービスの質向上に関する毎年の目標を設定すること。ＰＤＣ

Ａサイクルのもとで、②を達成することが必要である。 

   ④医療については具体的なプログラムを厚生労働省で検討していただくわけで

あるが、例えば以下の施策が必要ではないかと考える。 

１番目は、診療報酬体系の見直しについて。現行の個々の行為ごとに報酬が支払

われる出来高払いの仕組みが医療費の無駄の大きな原因になっているのではない

か。他の先進国のように、疾病ごとに報酬を決める包括払いの原則を確立すること

が大事。これにより、質の高い病院ほど利益を得るという、医療本来の姿に回復す

ることが必要。ただ、この包括払いの導入のためには、現在極めて不十分な医療の

標準化と疾病管理が不可欠である。そのためには、２番目の医療事務のＩＴ化、電

子カルテ化、レセプトオンライン化、ネットワークの推進等の徹底が必要となる。

2


平成 18 年第 25 回経済財政諮問会議 



単に現在の紙ベースの事務を電子媒体化するだけではなく、非常に曖昧な診療報酬

のマニュアルを電子点数表の形にするなどの合理化が不可欠である。それから、病

院から保険者に直接オンラインで診療報酬の請求を可能にすることで、事務コスト

の大幅な引下げが可能となる。これは韓国では既に実施しているので、日本もでき

るはず。こうした標準的な医療費を把握するための情報の集積が医療の効率化を達

成する鍵になる。３番目は、重複、不要検査の是正、健康保険証のカード化等を活

用した後発医薬品の使用促進。４番目に、公立病院の高コスト構造の是正として、

総務省との協力で、医師以外の人件費の抑制やアウトソーシング、などが必要にな

ると思う。最後に、社会的入院の解消。これも大きな目標となっている。 

⑤介護についても次のような施策が必要ではないか。民間活力の導入を徹底化し、

企業や医療法人の介護施設経営参入を促進する、あるいは企業と競争する社会福祉

法人の規制改革を進めるとともに、応分の税負担を求めるなどの社会福祉法人の改

革。最後に、介護専門職の業務内容の高度化・省力化については、在宅で介護、ホ

ームヘルパー等が業務をするときにどうしても医療行為にかかる部分がある。この

点が非常に制約されているので、介護専門職の生産性が十分に発揮できない。在宅

での看護師業務の一部を開放するとともに、看護師も医療業務の一部に参入する形

で、それぞれ高度化を図ることが生産性の向上に必要ではないかと思う。 

第４番目には、社会保険庁が続発した不祥事により失われた信頼を回復すること

にとどまらず、効率的で透明な社会保障制度の実現のため、例えば徴収業務にどれ

だけのコストを要しているのか等のコストの開示を行うなど、より徹底した改革が

必要ではないかと考えている。 

第５番目に、12 月に発表予定の人口新推計をもとに、持続可能で公平な社会保障

制度に向けた一定の取組が必要。世代間格差や高齢者世代内部での格差の是正を念

頭に置き、社会保障費の適正化に向けて将来見通しを推計する。引き続き、経済財

政諮問会議において、一体的な見直しの議論を行うことが必要であると考える。 

最後に、地方分権改革を推進するため、厚生労働大臣は、社会保障の分野におけ

る分権改革に関する今後の取組方針についても御検討いただきたい。 

（柳澤臨時議員）資料に沿って説明する。 

まず第１に、基本的な観点として、「将来にわたって持続可能な社会保障制度の

構築」が基本である。そのためには「経済・財政との調和」、いわば身の丈にあっ

た社会保障制度が大事である。第２に、「給付と負担の均衡」。第３に、「世代間の

公平性の確保」は、信頼される社会保障制度のために絶対に必要な条件である。 

これまで厚労省は３年度間に渡り、各社会保障制度に渡り一連のシリーズとして、

一体的な制度改革を行ってきた。要点は、まず「給付の伸びの抑制」。社会保障給

付費ベースで示すと、当初の改革の無かった場合に比べ、2015 年でマイナス 10 兆

円の減額ができる。2025 年では 21 兆円の減額。このような見通しを試算した。 

例えば「年金」については、マクロ経済スライドを導入した。「医療」は、生活

習慣病対策・平均在院日数の短縮等によって医療費の給付を抑えようとしている。

「抑えよう」と言ったが、金額を抑えようではなかなか国民の理解は得られない。

やはり国民が納得がいく制度を積み上げることによって、念頭においた金額に照ら

していくというアプローチを取らざるを得ない。「介護」は、介護予防に重点化を

して、あまり介護の必要ないところに行くようなことは避けることとしている。 

「負担面の調整」については、「年金」はご案内の通りである。それから「医療」

については、現役並みの所得を有する高齢者には、患者として負担をしてもらう。

「介護」は、３年置きに見直しをしており、３年の推計により介護の費用がどのく

3


平成 18 年第 25 回経済財政諮問会議 



らい上昇するかということを踏まえ、保険料の引上げをしたところである。 

最後に、「制度の重複の排除」。よく「枕元年金」と言われ、別建てによる矛盾が

指摘されてきたが、そういうことのないように、特にホテルコスト、食費や居住費

など、介護や医療の関係でこれまでほとんど負担がされていなかったものについて、

合理的な修正を行った。 

このような一連の改革、あるいは一体的な改革にもかかわらず、今後も高齢化の

進行等に伴って社会保障給付の増加は不可避である。 

今後の方針としては、まず１番目に「経済・財政との調和」を念頭に、具体的に

制度改正を積み上げていくことが必要。経済成長率とスライドさせるべき、あるい

は経済成長率によるキャッピングをすべき、という議論もあるが、我々としては高

齢者人口増加の負荷がこれだけかかってくるので適切ではないと考える。そういう

金額ベースの話だけで積み上げていくことはできない、具体的な制度改正によって

しかできないということである。 

２番目は、社会保障制度全体を視野に入れるということで、給付と負担を一体的

に捉え、１つ１つの合理性だけではなくそれ以上に一体的な社会保障制度、これ全

体が国民のセーフティネットであるとして、こういった見地からの改革が必要とい

うこと。 

留意事項だが、平成 18 年度に法改正を行った医療制度改革では、70 歳～74 歳の

世代について、平成 20 年度に現行の１割負担から２割に引き上げることとしてい

る。これから 19 年度、20 年度に改革を進める場合はこういったことも念頭に置か

ないと、非常に国民の反発を呼ぶ恐れもある。 

また、国民の理解の下に行われている改革のサイクルというものがある。年金は

５年で財政検証を行い、介護は３年計画で行うことが決まっており、また医療につ

いては診療報酬の改定は２年置き、今回取り入れる医療費適正化計画は５年計画、

など枠組みが決まっていることを念頭に置いて、これからの改革を進めていかなけ

ればならない。 

２ページ目は、「医療・介護の高コスト構造の是正・サービスの質の向上に向け

た改革」として、「給付の適正化と実効性確保」ということで、実効性はＰＤＣＡ

でしっかりやると書いている。この高コスト構造の是正に関係した事項に生活習慣

病対策や介護予防の推進がある。平均在院日数の短縮も同様であり、これについて

は介護と医療が今まで療養病床等で若干混在していたが、それをはっきり分別する

ということで、結果において平均在院日数が合理化される。これもかなり年数をか

けて実行に移される。診療報酬の包括払いについて、八代議員から先ほど全くやっ

ていないようなニュアンスのお話があったが、これは既に慢性期の医療については

かなり取り入れており、急性期医療についても、試行の段階からもう本格実施の段

階に移行しつつある。後発医薬品市場の育成、医療のＩＴ化については、先ほども

触れられたが、我々としても今後努力をしようということになっている。 

「サービスの質の向上」については、まず混合診療を導入して改革を実施してい

るところ。それから患者に対する医療情報の提供ということで、特に医師の数の問

題などについては患者、国民に非常に不安もあり、これらについても情報提供を通

じて、安心を確保していこうと考えている。 

「年金改革への取組」の「年金制度の当面の課題」については、３項目が具体的

な日程に上っている。基礎年金の国庫負担の引き上げ、被用者年金の一元化、それ

からパート労働者への厚生年金の適用拡大である。 

「社会保険庁の解体的出直し」については、今、当省案を国会に提出しており継
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続審議中であるが、その後色々な状況の変化があり主として与党サイドで御検討い

ただいているところである。なお、「ねんきん定期便」については、早期にとの総

理の御指示もあり、できるだけ前倒しして施行する。 

   次に、「人口構造変化への対応」であるが、新人口推計は先ほどのお話にあった

ように年末までに策定予定である。見通しとしては、前回よりも厳しくなる可能性

が強い。この推計を公表した後、我々は別途の試算を国民の皆様に提示したいと考

えている。国民の結婚・出産に関する希望を調査すると、これは世論調査だが、非

常に現状と乖離しており、日本の若人は非常に健全であって、結婚したい、それか

ら子どもも持ちたいということがはっきり示されている。これらの希望が一定程度

叶った場合、一体人口構造の将来の展望はどうなるかということを別途試算して提

出したいと考えている。 

社会保障の持続可能性や安定した経済成長の基盤を確立するためには、人口構造

変化への対応が必須である。そこで我々は前回の推計を基にして、例えば労働人口

の試算などをすると、2030 年までは女性、高齢者の労働力率を引上げると、何とか

決定的なダメージを受けないで労働力を確保することができるが、その後は全くお

手上げだということがはっきりしている。2030 年であるから、今から少子化対策を

すれば間に合うわけであり、そういう意味で今少子化対策が非常に大事であるとい

うことが、この人口推計からも言える。 

「社会保障費全体の適正化」であるが、先ほど示された当面の５年間は、歳出・

歳入一体改革で示された方針を踏まえて取り組んでいくことが大事であると考え

ている。平成 19 年度は「基本方針 2006」に書かれた雇用保険の国庫負担、あるい

は生活保護のレベルについて見直しをすることになっているので検討しているが、

いずれ予算折衝の中で具体的な姿を明らかにしたいと考えている。平成 20 年度以

降については、特に先ほど当面５年間について、全体の具体的な改革の計画や、あ

るいはコストの面についてプログラムを明らかにせよとのお話があったが、金額だ

けの話ではなくて、制度の納得的な改革が伴わなくてはいけないということ、また

先ほど述べたサイクルといったこともある。さらに、いろいろ政治的な状況の判断

も必要で、私どもとしては非常に困難であると考えている。せいぜいと言っては恐

縮だが、コスト改革の項目立てぐらいをお示しするということで対処していきたい。

「成長戦略の推進等に向けた 19 年度予算概算要求のポイント」については、概

ね経済成長戦略の推進要望事項ということで、既に財政当局等に提出しているので

省略する。 

（菅議員） 「社会保障改革について」という資料で、これから地方で社会保障費がど

れぐらい伸びていくかということを簡単に示す。 

１ページ目。2006 年の社会保障費の地方負担分は 16 兆円だが、2015 年には 21

兆円と、こういう形で地方も伸びていくことが予測されている。高齢化が進展する

中で、社会保障費も大幅に伸びていく。給付のみならず、地方団体が担っている施

設やマンパワーによるサービスの提供もこれから大きな要素になってくる。全体と

しては、やはり重点化・効率化を図っていくことが必要である。私どもは厚生労働

省と連携しながら、持続可能な社会保障制度をつくっていきたいと思っているが、

３つの視点が重要であると思う。 

１つは、現場の知恵を生かすという工夫。例えば、知事会等で検討し提案してい

るが、生活保護制度について現在の保護する制度から再チャレンジをする人に手を

差し伸べる制度へと、こういったことも大事である。具体的には、働ける世代の適

用期間を最大５年間とするような有期保護制度をつくる必要があるのではないか。
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あるいはボーダーライン層が生活保護に移行することを防止するための就労支援

策も必要ではないか。 

   ２ページ目は社会保障制度を地域の活力に結びつけるという点から成功してい

る例で、石川県では、「プレミアム・パスポート事業」というものを行っている。

子どもが３人以上いる世帯の経済的な負担を軽減するために、企業とタイアップし

て利用料金などの割引を特典で提供している。この事業はうまくいっており、子育

て世帯は割引等の特点を受けられる一方で、企業は子育て世代からの利用者を獲得

できる。こういう形で地域経済の活性化にも役立っている。 

３点目として、やはり地方分権が更に必要である。例えば３ページ目に書いてい

るが、一般財源化されている公立保育所でも、調理室の設置が義務づけられたり、

保育士の数等の規制も残っている。地方が創意工夫してこうしたことを行えるよう

に、地方分権を進めていくことが必要である。 

八代議員の指摘にもあったが、ＩＣＴの積極的活用は極めて大きなことである。

例えば、レセプトのオンライン化だが、韓国は 90％以上達成している。年間、総診

療費の 21％に当たる６兆ウォン、日本円に直せば 7,500 億円の削減効果があった

と言われている。我が国でもＩＴ新改革戦略において、2011 年度から原則としてす

べてオンライン化することになっているが、やはり目標年次の前倒しを検討すべき

ではないか。また、欧米先進諸国では、医療情報のデータベース化も進めている。

これも、重複した医療行為の削減や医療水準の確保、病気の予防、医療機関の連携

を推進する意味で極めて大事だと思う。我が国では 2010 年度を目標にして行われ

ているが、これもやはり前倒しをする必要があるかと思う。 

こうしたことを駆使しながら社会保障費の削減に努めるとともに、持続可能な社

会保障ができるよう、厚生労働省と連携をしながらやっていきたい。 

（甘利議員） 資料「社会保障制度改革に向けた課題」に沿って説明する。 

「基本的な考え方」だが、経済成長と社会保障の安定の好循環を生み出す。高めの

経済成長というのは、社会保障財政を安定させる。将来世代が豊かになることを通

じて、世代間の格差を改善する効果がある。他方で、仕事への意欲やスキルアップ

を促すような社会保障制度は、経済の成長力を高める。互いに影響し合う好循環を

生み出すということである。 

「直面している課題」だが、負担増や給付の削減の前に高コスト構造を是正する

ことが重要だという有識者議員の提案については、認識が一致している。経済産業

省の提案は、「努力が報われる社会保障の仕組み作り」によって高コスト構造の是

正、これに加えて医療等の質の向上、新しいサービス産業の育成を同時に実現する

ことを目指したものである。少子高齢化が進む中で、現役世代や企業の過度な負担

増を避けることが重要である。そのためには、医療等の国民福祉の質を落とさずに

効率を高める努力を行うことが大切。具体的には、医療・介護・生活保護の分野で

「努力が報われる社会保障の仕組み作り」を軸とした一体的な改革を進める。これ

によって医療・健康分野での新サービスの創出に繋げる、ということである。 

具体的な施策を幾つか挙げている。 

①として、「電子カルテの普及等ＩＴ化の促進、経営人材の育成などによる医療

経営の効率化」。医者であるけれども経営者ではない、という人が随分いるわけな

ので、経営の効率化もしっかり図る。ＩＴの活用促進に向けて、医療情報の円滑な

流通のための標準化が完全にできているとはまだ言えない。それから、個人情報の

セキュリティ。個人情報が飛び交うので、セキュリティ確保のための基盤整備を進

めるということである。また、経営手法に通じた人材を育成して、合理的な経営管
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理手法の導入を促進する。公的病院の非効率体質が随分指摘されているが、経営管

理手法の導入を図って効率経営を図る。 

②として、「医薬品・医療機器分野でのイノベーションの活性化」。医学・工学・

薬学など広範な技術の融合を進めるということ。それから、薬事審査の迅速化は随

分指摘されているが、その環境整備を図るということである。 

③として、「健康情報を活用した国民の健康な生活の実現と医療費の適正化」。健

康診断大国とよく言われ、国民はかなり健康診断をしていてその検査結果等を持っ

ているが、これが何も活用されていない。個人による予防健康管理を推進するため、

散在する自分の健康情報を身近に活用しやすくする。そのために、医療の情報化に

合わせて共通の基盤整備、プラットフォーム化に向けて取り組む。 

未来住宅モデルハウスを各電機メーカーがつくっているが、将来は毎朝トイレに

行くだけで尿データがセンターに届く。健康診断のために体調を整える人がいるが、

尿の糖や蛋白について、普通の生活の状況のデータが毎日情報センターに届く。未

来住宅モデルハウスでは、ベッドに寝ると心拍や無呼吸状況などのデータがすぐに

センターに送られるそうだが、そういうデータをプラットフォーム化して、健康管

理と医療に繋げていくことによって効率的な医療に資するのではないか。 

④として、「介護事業者が、高齢者を健康にしようと頑張るインセンティブを与

える仕組みの拡充」。平成 18 年度から、介護報酬のインセンティブ制度が通所系サ

ービス、ディサービスなどに試験的に導入されているが、これを訪問介護等に拡充

することが考えられる。介護施設では、重度の人を預かっている方が経営上はいい

のであり、軽くしていくと収入が減るという仕組みになっている。だから、軽度に

していくインセンティブが働くように、色々な方面から考えられないか。 

⑤として、「生活保護について、働くインセンティブを与え、保護から卒業でき

る仕組み作り」。就労支援等を行う自立支援プログラムが一部の先進的自治体では

導入されており、これを全国に広げることが考えられる。現行制度では、努力して

収入を増やしても、生活保護費がその分減額されてしまって総収入が増加しないか

ら働かない。生活保護から脱することができない。そうではなくて、総収入も増え

る仕組みに改めて、働き始めるエネルギーを引き出すことが必要ではないか。 

（塩崎議員） 「新健康フロンティア戦略賢人会議について」という資料をお配りして

いる。４人の方から、医療・介護を中心に社会保障制度についてお話があった。費

用の適正化が１番のポイントになっているが、もう少し明るい角度から、国民の健

康寿命の延伸や予防の視点が重要ではないか。また、医薬分野などでの科学技術の

進歩は経済成長にも資するということで、先の総理の所信表明演説の中で提唱され

た「新健康フロンティア戦略」について、官房長官の下に賢人会議を置くこととし、

有識者の方々や関係閣僚に御参集いただき、新戦略の策定に向けて御論議をいただ

こうとしている。 

   この「新健康フロンティア戦略」については、総理から２つ指示があった。第１

点は、国民の健康寿命の延伸に向けて、子ども、女性、働き盛り、高齢者といった

国民それぞれの立場に応じて、科学技術に裏づけられた知見を背景に、予防を重視

した健康づくりを国民運動として展開すること。第２点は、病気を患った方や障害

のある方についても、技術と医療などの提供体制の両面からのイノベーションを通

じて、それぞれの方が持っている能力をフルに活用して、より充実した人生を送っ

ていただけるようにするための支援をすること。 

今後、この指示に従い早々に第１回会合を開き、４つの分科会を設けて新戦略を

策定すべく取り組み、社会保障全体の費用の適正化も同時に達成できればと思って

7


平成 18 年第 25 回経済財政諮問会議 



いる。 

（尾身議員） 社会保障関係費は国の一般歳出の４割を占めており、財務大臣としては、

財政健全化に取り組むに当たってこの抑制が不可避であると強く感じている。 

有識者議員ペーパーにあるように、今後５年間の改革努力で、国費 1.1 兆円、国・

地方合わせて 1.6 兆円の抑制を確実に達成する必要がある。平成 19 年度において

は、社会保障関係で 2,200 億円削減するために、雇用保険の国庫負担廃止を含む見

直し、生活保護に係る各般の見直しを中心に改革を進めていく必要がある。 

先日、ある市長さん達が来て、生活保護費の申請をどんどん許可しないといけな

い状況なので何とかしてほしいという話があった。市長だから決められるのではな

いかと言うと、例えば、医師の診断書が２通必要というふうに国の基準がもう少し

厳しくされると許可しなくていいのだが、今の基準だと許可せざるを得ないことに

なっており、担当者も大変矛盾を感じているとのことであった。このような要望に

ついても是非お考えいただきたいと思う。 

「基本方針 2006」に示されているような削減額を確実に達成するためには、医療・

介護について更なる改革を行い、給付の伸びを抑制することが不可欠であり、診療

報酬や介護報酬の抑制も不可欠と考えている。また、患者負担の見直しや、公的保

険給付の範囲の見直しなどについても不断の改革が必要と考えるので、よろしくお

願いする。 

コスト抑制に取り組みつつ、サービスの質をよくすることを担保するためには、

利用者の多様なニーズを踏まえたきめの細かい対応が必要。例えば、私の地元で介

護施設を運営している人がいる。これは、一般財源化され、都道府県の単独事業と

なっているが、個室にしないと補助金を出さないと言われている。個室の場合には

個人負担が 12 万円、４人部屋の場合には７万円。入居希望は４人部屋の方がずっ

と多いのだが、補助が出るためにはユニット制にしなければいけないという現実の

運用がなされている。個室をつくるとコストもかかるし入居希望も少ないのだけれ

ども、そういう基準のため４人部屋はつくられなくなっている。実は４人だとお互

いに面倒を見合うというメリットがあり、個室の場合は大変に手もかかるし、逆に

お金もかかる。このあたりも、現実を踏まえて本当の意味で行き届いた、かつコス

トの低い方法があるのではないか。そういう現場が抱える問題点についても、是非、

柳澤臨時議員にはお考えいただきたい。 

（八代議員） 柳澤臨時議員から改革に向けた力強いお言葉を頂いた。また、菅議員、

甘利議員からもサポートを頂いた。 

尾身議員からもお話があったが、これからますます社会保障給付の抑制や負担増

が必要になってくる。それを国民に納得してもらうためにも、まず高コスト構造の

改革を着実に実施しなければならない。柳澤臨時議員からは少なくともコスト改革

の項目だけは出していただけるということだが、項目の解釈には色々ある。例えば、

包括払いはもうやっていると言われたが、日本で言う包括払いというのは、病院で

あれば１日定額という世界に例のない中途半端なもので、本来の包括払いとはかな

り違う。そういう具体的な中身をきちんと詰めるためにも、やはり財政効果に関す

る数量目標を設定しないと、本当の意味でのコスト削減努力に対する国民の理解は

得られないのではないか。また、ＰＤＣＡもできないのではないか。 

項目は出すけれども、厚労省でその効果の推計が難しいということであれば、民

間議員で一定の前提を置いて効果を推計することを検討したいので、よろしくお願

いする。 

（柳澤臨時議員） 今の標準化の件は、基本的に慢性の方は１日ということでやってい
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るのは御指摘のとおりだが、急性の方も既に手がけている。グローバルスタンダー

ドがもしあるとすれば、それに擦り合わせをしていかなければいけないので、これ

からの課題として取り組む。 

ＩＴ化については、菅議員から少しスピードが足りないのではないかという御指

摘があった。スピードアップしたいと思っており、有識者会議等を開き、どういう

ことが可能であるかを審議中である。それも踏まえて、できるだけスピーディに取

り組みたい。 

新薬の審査の迅速化だが、先般の安倍総理の所信表明でも、イノベーションの１

丁目１番地に医薬を掲げていただいた。かなり印象深く受け止めており、私の責任

においてしっかりやらなければいけないと思っている。その場合、臨床に近い医薬

研究に注力すべきとの方針のもとで、研究・開発・生産の色々な段階でかかる時間

について、もっとスピードアップしなければならないということで、これも有識者

会議を設けて取り組んでいる。 

先ほど甘利議員から、「健康診断大国」という大変面白い言葉もいただいた。今

度の生活習慣病の対策では、保険者が健康診断の後に被保険者への保健指導をする

が、その結果効果が上がったときには一種の報奨金みたいなものが出て、効果が上

がらないときにはペナルティを課すというような仕組みにもなっている。こういっ

たことをよりビビッドに運用して、単に健康診断をして結果を机の引き出しにしま

ってしまうということは避けたい。確実に保健指導、保健の行動に結びつくように

したい。 

尾身議員からユニット制の話が出たが、確かに、我々は特別養護老人ホームにつ

いてユニット制を推奨することをした。終の住みかということを考えたときに、

色々な具体のケースのレッスンからそうしたが、それでなければいけないとは言っ

ていない。それに、今は両方とも国の補助対象から外れてしまったので、そういう

意味では、厚労省の指導や奨励からは離れているということを御理解いただきたい。

（丹羽議員） 先ほどの八代議員と柳澤臨時議員のお話について。私も官庁全体の政策

評価制度について数年間関与してきているが、共通して言えるのは、やはり数値化

や目標が非常に不明確であること。だから評価が非常に難しい。今回の場合もそう

だが、これから５年間で高コストを是正するという目標を達成するにあたり、特に

海外に比べると、日本の１人当たりの医療・介護のコストはまだまだ改革すべき点

が非常に多い。非常に難しいということはよくわかるし、数値化が難しい分野はた

くさんある。しかし、外国の政策評価を見ていると、かなり数値化が進んでいる。

そういう意味からも、難しいのはわかるが、厚生労働省には大変頭脳明晰な方もた

くさんおられるだろうから、できるだけ数値化にもっていく。しかも期限を決める。

そうしないと評価というのは非常に難しい。極めて裁量的なままでは一体どれぐら

い達成されたか分からず、ＰＤＣＡはなかなか実行できない。柳澤臨時議員には大

変御苦労をかけるかもしれないが、是非、数値化、期限の設定を行い、ＰＤＣＡが

効果あるものになるよう、本当に国を挙げて全力で取り組まなければいけない社会

保障改革であるので、御尽力を是非お願いしたい。 

（柳澤臨時議員） 少しでもこの面にタッチされた方は、政治的にかなり難しい状況の

中で一定の結論を得ていかなければいけないということが従来あり、しかも制度を

仕組まないといけないということを認識されていると思う。そういうこともあり、

かなり私は慎重な物の言い方をしたし、現実にやるということになると、言われる

ことはよくわかるのだが、これまでの改革のプロセスをよく見てみると、なかなか

困難な問題だと思っている。 
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（大田議員） 項目はお出しいただくということだが、有識者議員の御提案にあるよう

に、今年度内を目途に、項目を入れたプログラムは御提示いただけるということで

よろしいか。 

（柳澤臨時議員） プログラムというのは、結局、1.1 兆円の中でどのぐらいをコスト

削減でやれるかということかと思う。そうすると、これは数値・金額ということに

なり、先ほど言った色々な関係のところに響いていく。それを前広に打ち出して、

そこから生まれる政治的など色々な状況を乗り切っていくのかどうか、このあたり

が１つの課題として私の頭の中に浮かぶ。 

（丹羽議員） この問題はかなり長い間検討されてきた。一歩踏み込むということをし

ないと、またこれから５年間ぐらい今のような形で推移してしまう。柳澤臨時議員

の時代に是非この５年間で「よし」ということで一歩踏み出さないと、ほとんど改

革はできないということになりかねない。歩幅は小さくてもいいから一歩踏み出す

ことを是非お願いしたい。 

（大田議員） 今までも色々な改革はなされているし、しっかりと高コスト構造を是正

するという柳澤臨時議員の御発言もあった。一方で、５年間の歳出・歳入一体改革

を計画的に実施するということは、総理の所信表明演説の中でも指摘されているの

で、来年の「骨太の方針」に向けて項目を出していただき、それをもとに有識者議

員にも推計していただいて進めていくという方法をとらせていただこうと思う。 

（伊藤議員） 少し細かい話だが、やはり国民に具体的に改革が進んでいるというイメ

ージを持ってもらうことが重要。例えば健康保険証について紙で一家に１枚渡され

た場合、５人家族だと５人が同時に病気になると非常に面倒なことになるが、これ

をＩＣカード化すれば先ほどの電子レセプト等々と連動して資格の確認や医療費

の通知なども自動的になされる。電子政府というのであれば、カードリーダーの設

置に補助金を出すなど、そういうところからインセンティブをつけると分かりやす

い。パスポートの電子申請のように５年や 10 年に１度ということではなく、ほぼ

毎月のように使うところから電子政府というものが見える。こういうことも非常に

重要。 

（甘利議員） 大赤字の公的病院を民間が引き受けて黒字化したという例は、たくさん

ある。大赤字のころの公的病院に比べ、民営化して黒字になったときの医療の給付

の質が落ちたかというと、実はそうではない。患者が、公的病院の方が予算的に何

の心配もなくやっているからみんなそこに行くかというと、実は民間の方が医療の

質が高いという例がある。全部とは言わないが。国民にとって、医療費を削るとい

うことで１番嫌なのは、質を削って節約するということで、そういう手法は採って

はいけない。効率的にやって質が落ちないで黒字経営になるという、そこの差をし

っかり見て、公的医療にそのスキームを当てはめるだけで相当な節約になる。これ

をもっと進めるのがＩＴ化。その際に、この方式は隣の地域では使えないとなると、

わざわざ電子データを紙に変換し直すという訳のわからないことが起きる。だから、

電子化には、日本全国共通のプラットフォーム化がものすごく大事。同一様式のも

とで日本全国ということにすると、質を落とさずに高効率になり、コスト削減がぐ

んと進むと思う。 

（柳澤臨時議員） 伊藤議員、甘利議員からお話のあった、ＩＴ化がコスト削減に随分

結びつくのではないかということは、私も容易に理解できる。いずれにしてもこの

問題には取り組む。先ほど菅議員が言われたように、もう少しスピードアップすべ

きだということにも耳を傾けて取り組みたい。 

（大田議員） 今日は、有識者議員からも柳澤臨時議員からも、取り組む視点では大体
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同じものが出された。高コスト構造を是正しなければいけないということは、ほか

の大臣も皆同じ御意見だったと思う。この高コスト構造を是正するプログラムにつ

いては、なかなか金額は難しいというお話だったが、取り組むに当たっての項目を

お出しいただいて、また有識者議員も協力して推計して、計画的に実施していく工

夫をしていきたい。 

菅議員におかれても、公立病院のコスト是正に是非取り組んでいただきたい。 

（菅議員） 私は、副大臣のときにＮＴＴの病院を視察した。ＩＴ化すると、いつもレ

セプトをトラックで運んでいたのが全部なくなってしまうとか、レセプトの審査会

の現場にも行ったが、この部屋の半分ぐらいにずーっと並べてある紙のレセプトが

全部なくなってしまうということなので、是非お願いしたい。 

（大田議員） 今お話も出たＩＴ化の重要性という点も共通しているので、柳澤臨時議

員には、この点でも前向きにお願いしたい。 

（安倍議長） 私はずっと国民に対して約束してきているが、真に必要な社会保障の質

は落とさない。しかし、その社会保障の質というのはイコール給付の金額ではない。

給付の金額に対しては負担もあるわけで、給付を受ける人も場合によっては負担も

する。負担のことを考えれば、また、質を守っていくためにも、やはり効率化を徹

底して図っていくことが大切であって、質の向上と効率化を両立することが極めて

重要である。そのためにも、有識者議員から御提案があった高コスト構造の是正は

欠かせない政策だと思う。柳澤臨時議員から改革についての御説明もあったが、是

非このプログラムづくりに取り組んでいただき、改革の道筋を示していただきたい。

また、社会保険庁についても、これは国民的な関心が極めて高いわけだが、年金

制度の信頼性にも関わってくるので、解体的な出直しを行わなければならない。 

（柳澤臨時議員 退室） 

（冬柴臨時議員 入室） 

○集中審議③：２）公共投資改革

（御手洗議員） 「公共投資改革の加速について」という民間議員ペーパーについて、

御説明する。 

これまで、公共投資の分野では、歳出削減や様々な改革が行われてきた。しかし

ながら、真に必要な社会資本への重点化・効率化の改革はまだ道半ばであるし、入

札談合にみられるような競争性という観点からの問題も残されている。また、国と

地方の役割分担の見直しは十分に進んでいない。そこで大きく以下の４点を重点に

して、公共投資改革を加速していく必要がある。 

第１の重点は、「歳出改革の継続」。この重点は２つの部分に分けられる。１つ目

は、「歳出削減の継続」。真に必要な事業への重点化、事業コストの官民格差是正に

よる効率化を徹底し、国と地方の公共投資の規模については、平成 19 年度におい

て、前年度比３％の削減をしなければならない。また、その後４年間も、これまで

の改革努力、すなわち、公共投資規模の対前年度比３％という削減を継続すべきで

ある。２つ目は、「入札談合の廃絶」。国、地方ともに、一般競争入札の適用範囲の

大幅な拡大など入札談合廃絶に向けた改革を断行し、競争性・効率性・透明性を飛

躍的に高めるべきである。この点について、国土交通大臣及び総務大臣は、年度内

に具体的な改革案を経済財政諮問会議に御提案いただきたい。 

第２の重点は、「真に必要な公共投資への重点化」。本重点の内訳の１つ目は、「明

確なＰＤＣＡルールの導入」。ＰＤＣＡルールとは、目標設定を行い、それを実行

し、評価した上で、その結果を踏まえて改革を含む新たな目標を設定するというこ
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とである。今後、人口減少や過疎化等が進む中で、無駄を排除し、真に必要な公共

投資に重点化する必要がある。国土交通大臣は、公共投資のＰＤＣＡについて、現

行の制度をさらに強化すべく、以下のルールの導入について御検討いただき、その

方針を年度内を目途に経済財政諮問会議に御報告していただきたい。ルールの内訳

を説明する。まず、「①個別事業の評価の厳格化」。ここでは、新規投資、維持更新

投資の両方を対象に費用便益分析を実施すること。環境改善効果などの間接的効果

をどこまで便益に参入できるか等、費用便益分析の評価の手法や範囲を統一化する

こと。費用対便益の採択基準を１を相当上回る水準に厳格化すること。この３点を

掲げている。次に、「②予算への反映の強化」。事前評価に比べ事後評価の方が低い

事業の多い公共事業分野については、新規の予算配分を削減する仕組みを導入する

ことを掲げている。また、「③長期計画におけるＰＤＣＡサイクルの強化」。すなわ

ち、社会資本整備の長期計画の改革が、公共投資の重点化・効率化にどの程度成果

をあげているかを検証し、新計画に上記「①個別事業の評価の厳格化」や「②予算

への反映の強化」を含めた改善策を措置することを掲げている。「真に必要な公共

投資への重点化」の２つ目の内訳は、「国土形成計画の策定」。国土形成計画は活力

ある広域経済圏の形成に向け、効率的、効果的に社会資本整備を行うために重要な

役割を担う。その策定に当たっては、各地域におけるプライオリティを明確にし、

限られた予算内での戦略的整備を実現すべきである。 

第３の重点は、「国と地方の明確な役割分担」。国と地方の役割・責任を、重層構

造ではなく単純明快な構造とすべきである。このため、国の直轄事業の地方負担を

なくすとともに、補助事業はできる限り地方単独事業に転換すべきである。地方分

権改革を推進するため、国土交通大臣は公共投資の分野における分権改革に関する

今後の取組方針について是非御検討いただきたい。 

第４の重点は、「道路特定財源の一般財源化」。安倍総理の所信表明演説における

「現行の税率を維持しつつ、一般財源化を前提に見直しを行い、納税者の理解を得

ながら、年内に具体案をとりまとめる。」に沿って、国民が納得できる改革を実現

すべきである。 

（冬柴臨時議員） 「公共投資改革と『創造と成長』のための取組」という資料に沿っ

て、有識者議員から提起された問題に論点を絞って説明する。 

私は閣僚の一員として、2011 年度の基礎的財政収支の黒字化に向けて基本的に財

政再建に協力することは当然であると認識している。資料１ページの左上の表は、

バブル崩壊前の平成２年度から平成 18 年度までの公共投資、公共事業関係費を国

費ベースで棒グラフにあらわしたもの。平成２年、３年度の頃は、補正後８兆 1,000

億円といった規模だった。それがバブル崩壊後、平成 10 年度の小渕内閣の時、デ

フレスパイラルに落ち込むかというような時には補正後で 14 兆 9,000 億円が計上

された。しかし今年度は、当初だが７兆 2,000 億円と半額以下になっている。私は

平成 19 年度予算も３％の削減をすべきであると思っている。そうすると、やはり

2,000 億円以上削るので、６兆円台に入ってくる。一時から見れば１兆円を超える

額が削られており、大変厳しいがプライマリー・バランス黒字化の至上命題に協力

すべきだと思っている。 

しかし、総理が言われるように、子や孫たちに、自信と誇りを持てるような美し

い国日本を形成、建設していくのが国土交通省の使命であると考えると、やるべき

仕事はものすごくある。例えば、「安全・安心基盤の確立」。地震や河川の氾濫や高

潮というような天災もあり、それに対する防御が必要なことから、莫大な費用がか

かる。それから「国際競争力の強化」。少子高齢社会を迎え、日本は四面環海の国
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であるため、海を越えて市場や生産を拡大していかなければならない。すべての原

材料、資材は海を越えてくるので、国際港湾の構築や国際空港の早期整備が非常に

急がれる。その国際空港や港湾から生産や消費の拠点に運搬する道路や新幹線のネ

ットワークを、早急に整備しなければならない。激しさを増す国際競争力に勝ち抜

くためには、どうしても必要。また、「地域の自立・活性化」。これは実は今日総理

に報告したが、従来の県を越えて日本の本州と四国、九州を８ブロックに分けて、

その中で民間の力も借り、地域が自主的・自立的に連携を深めながら、どのような

ブロックづくりをしていくのか考えてもらう。そして国はそれを手助けする。その

方策について、国土交通省で早急に政策をまとめてほしいということでやっている。

また、「柔軟で豊かな生活の実現」。少子高齢社会に向けて、高齢者のバリアフリー

やユニバーサル社会という問題が非常に大事である。 

そういうことを考えると、この有識者議員からの提案だが、平成 19 年度は３％

身を切られる覚悟であるが、その後４年間も３％ずつ削ることは大変お受けしにく

い。今年の６月から７月にかけて財政・経済一体改革会議で議論し、閣議決定した

歳出・歳入一体改革では、大激論をした末、公共事業関係費は１％から３％の範囲

で削減をする、１％は削る、しかし３％以上は削らないというところで調整して閣

議決定した。なぜかというと、今まで３％ずつ削ってきたのは、デフレ下で資材も

人件費も非常に廉価に求められたからである。しかしながらこの４年間は、同じく

財政・経済一体改革会議で議論し、決定した新経済成長戦略大綱によれば、実質で

2.2 ％は成長させよう、名目では３％の成長を目指そうじゃないかと。こうなると、

３％削減した上に、なお資材や人件費の値上がり分を入れると、ますます窮屈にな

ってしまう。こういう激論の末、１％ないし３％という合意ができ、閣議決定した

ものであるので、これまでの改革努力を継続すべきという点はそのとおりだが、全

部３％削減でやれということは、大変やるべきことが多いだけにお受けしにくい。

談合の廃絶は当然のことである。国土交通省においては、平成 18 年４月から、

それまで直轄事業の一般競争入札方式を７億 2,000 万円以上としていたのを、２億

円以上に引き下げた。予定価格の２億円以上ということで金額ベースで３分の２ま

で拡充したわけである。それから総合評価方式、これは安いだけでなく品質が保証

される方式だが、これも金額ベースで８割まで拡大することにしている。それから

入札ボンド制度。これは、一般競争方式導入のための条件整備だが、東北や近畿の

整備局で今年 10 月から試みに採用している。これを参考に、８つの整備局全部で

北海道も含めてやっていく予定だが、今しばらくは、その成果を見る必要がある。

談合に対するペナルティだが、今までの入札禁止期間 12 か月を、昨年 10 月から 24

か月まで広げた。損害賠償の予定額を、10％の範囲で合意できるようになっていた

ものを 15％まで引き上げた。これは大変なことであり、国はこういうことをやって

きている。しかし、国ではしばらくないが、地方では不祥事が続発している。そう

いう意味で、国で我々がやっている取組みを、地方団体までいかに広げていくか、

総務大臣ともよく協力して進めたい。有識者議員ペーパーに経済財政諮問会議に入

札談合の廃絶のための改革案を提案いただけないかと書かれているが、今述べたこ

とをもう少し具体的にして年度内に提案したい。 

それから「真に必要な公共事業への重点化」だが、特にＰＤＣＡルールを導入し

て、無駄を排除するということは、そのとおりである。これも国土交通省において

は、平成 13 年に成立した行政評価法の施行を待たずに、平成 10 年から新規投資・

更新投資のいずれについても事業評価を採用している。そして、第三者委員会の知

見を求めるべく、公共事業評価システム研究会を立ち上げている。中村英夫武蔵工
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業大学の学長を委員長として、ほか７名の学者の先生方、これを親委員会として、

その下にそれぞれ事業評価手法検討部会のほか、道路事業評価手法検討委員会、河

川、海岸事業、都市公園、下水道事業等の各委員会を置いて、平成 10 年からやっ

ていただき、評価をしているところ。これを実施し、その再評価の結果を受けて、

過去８年間、平成 10 年度から 17 年度まで、356 事業７兆円に及ぶ事業を中止して

いる。これは御提案のように、いわゆるＢ／Ｃ、ベネフィットとコストとの対応を

分析している。ただ、第三者委員会の先生方の知見でも、貨幣換算するにしても難

しい問題があるとの指摘があり、道路の評価では、３つの便益しか貨幣換算は妥当

でないということになっている。道路建設による走行時間の短縮、燃料費など走行

費用の減少、交通事故の減少、これらは貨幣換算できる。しかし、走行快適性の向

上、沿道環境の改善、交流機会の拡大、新規立地に伴う生産や雇用の増加、これら

は非常に大きな効果だが、貨幣換算は困難ということであった。それから、事業に

よって便益は様々であり、河川事業と道路事業では便益を貨幣換算しても、単純に

比較できないという問題もあった。また、国土交通省独自に事後評価を実施してい

る。なお、再評価に関しては、それを反映して事業をやめるべきもの、予算要求を

やめるべきもの、あるいは改善すべきものとかというものをやっており、今８年目

であるので、これについても報告する予定。 

次は「国土形成計画の策定」。これはプライオリティを明確にして、各地域にお

いて限られた予算の中で戦略的に整備を実現する。全くそのとおりである。今日、

総理にも報告したが、国土交通省としては、地域で、民主導でつくった計画を後押

しすることができる制度を研究し、経済産業省や総務省等と連携を密にしながら、

立法化も射程に入れながら検討をしているところ。 

それから「国と地方の明確な役割分担」。これもそのとおりであるが、これにつ

いては、平成 11 年に第２次地方分権推進計画が閣議決定され、補助事業の整理合

理化をできる限り進めるべきだということが盛り込まれ、その線に沿ってずっと処

理を進めている。ただ、補助事業をやめてしまうと、例えば県と県の境の道路は、

県に任せておくと工事が進まないという問題が生じる。それから国が行う色々なイ

ベントの場合に、その周辺道路の整備も任せておいたらなかなかできないというこ

とがある。その点については、閣議決定された地方分権推進計画に基づいてやって

いるので御理解いただきたい。 

最後に、「道路特定財源の一般財源化」。これは、総理の所信表明でも盛られ、「基

本方針 2006」でも、行政改革推進基本法でも、それからもっと遡れば、昨年の 12

月の政府・与党の申し合わせでもはっきりしている。一般財源化を図ることを前提

に、早急に検討を進め、納税者の理解を得つつ、年内に具体案をとりまとめる。こ

の方針は１つも変わらないわけであり、私も財務大臣も、そしてもちろん総理も、

我が内閣で一致しているところである。ただ、もちろん配慮しなければいけないの

は、そこでも盛られているように、納税者の理解である。我々のところには、道路

特定財源の一般財源化は反対だと毎日言って来られる。それは決まったことだと説

明するが、それには反対だという文書を持って来る。また、道路整備に使わないの

であれば暫定税率を廃止してもらいたい、という強い意向がある。これに対しては

887 万人の署名簿まで私のところには届いている。それから知事会、市長会、商工

会など各方面からの陳情の８割が道路整備である。地方の道路は整備されていない、

我々は道路特定財源の財源になる税金を、首都圏の人よりも３倍も４倍もたくさん

払っている、首都圏では公共交通機関が整備されているが、我々のところは車がな

ければ生活できない、ということで、計算した書面まで持ってこられた。こういう

14


平成 18 年第 25 回経済財政諮問会議 



人たちの意見、要望にどう応えていくか。これは本当に知恵を絞らなければいけな

い。来年は統一地方選挙や参議院選挙がある。そういう中で本当に 7,000 万台の自

動車保有者や地方自治体の長の意見を考えれば、この使い方は、本当に英知を絞っ

てやらなければならないと強く感じる。 

私の意見表明はこの程度にさせていただく。何しろ、旧建設省、旧運輸省、旧国

土庁、旧北海道開発庁等の業務、そしてまた観光立国までたくさん仕事はあるので、

残りは資料に書かれたものとして割愛する。 

（菅議員） 資料「公共投資改革について」を説明する。 

１ページ目。地方の投資的経費がどのようになっているかを図で示した。 

マイナス３％でこのまま５年間いくと平成 23 年には 13.1 兆円である。この水準

は昭和 53 年とほぼ同じ水準。なおマイナス１％だと 14.5 兆円となり、それでも昭

和 60 年以前の水準。私どもはこの投資的経費を、国と歩調を合わせて抑制に努め

てきており、これからもそういう形で「基本方針 2006」に基づいて抑制に努めてい

きたい。しかし、そうした中でも、先ほど冬柴臨時議員から発言があったように、

真に必要とされるインフラ整備にメリハリをつけて使う必要があると考える。例え

ば、スーパー中枢港湾や国際空港など、国際競争に勝つための不可欠なインフラは、

整備せざるを得ない。 

先日、全国知事会の会長である福岡県知事と懇談したが、その中で、福岡県には

自動車産業がどんどん来ているが、競争相手は中国の広州だと。そこで福岡県の１

番の悩みは、工場間の道路の連結がうまくいっていないことだと。そういうことで

私どもに対して道路の陳情があった。国内の地域間格差は非常に多くの方々から言

われており、国会でも質疑の大部分はこの関係である。特に顕著なのは情報格差で

あり、携帯電話が通じない、インターネットが使えないところだと若者が住まなく

なる。その意味で、そうした整備を早くしてほしいという要望もたくさん来ている。

やはりメリハリをつけた公共投資は必要であると思う。 

２ページ目。これも冬柴臨時議員から言及があったが、国と地方の役割分担の原

則は第２次の地方分権推進計画で書かれている。有識者議員提案の「国と地方の役

割・責任を、重層構造でなく単純明快な構造とすべきである」、これは大賛成であ

る。公共投資においての国と地方の役割分担は、これからも本格的に検討して見直

しをしていきたい。 

入札談合については、地方公共団体の中で発注をめぐりこのところ不祥事が発生

している。私自身も去る７日に綱紀粛正の通知を出したばかりである。国土交通省

と連携し、入札方式の検討や電子入札の導入など、色々な試行錯誤を行っていると

ころだが、私どもも一緒に年度内に改革案を提出したいと考えている。 

それとＰＤＣＡについては、総務省が政策評価制度も所管しており、丹羽議員に

は大変お世話になっている。これは極めて重要なことなので、政策評価の質の向上、

また、評価結果が予算要求等に反映されるよう、その推進に全力で取り組んでいき

たい。 

道路特定財源について。１人当たり自動車保有台数は地方が圧倒的に多いので、

地方の自動車利用者の方がより多く道路特定財源を負担しているというのは事実

だと思う。様々な税収の中でもここだけ、地方の方が非常に多い。一方、地方の道

路整備は全体として遅れているのも事実だと思う。地域間格差、地方の活力創出を

考えたときは、道路特定財源の有効活用も含めて考えていただければありがたい。

(尾身議員) 来年度予算については、今年の８月に決めた概算要求基準できちんと重点

化・効率化を図っていきたい。 
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真に必要な公共事業の重点化については、社会資本整備が著しい進捗をしている

こと、人口減少社会の到来を考えると、公共投資の重点化は避けられない課題。真

に必要な社会資本の整備を行うためにも、投資のメリハリを一層強化することが必

要だと思う。 

国と地方の明確な役割分担については、これに対する見直しを不断に行うことは

必要と思うが、他方、直轄事業の負担金は事業に伴う地元の便益に対する負担とい

う合理的な制度でもあり、かつ負担金の存在そのものが便益の低い事業の抑制につ

ながる面もあるので、これを廃止するのは、必ずしも適当でない。 

道路特定財源については、現行水準を維持しつつ、一般財源化を前提として改革

を推進していかなければならない。納税者の理解を得ることも含め、冬柴臨時議員

とも十分に協議しながら具体案を取りまとめたい。一般財源化を前提とした見直し

を実施するため、特定財源の仕組みそのものを見直すこと、また、予算の実態とし

ても一般財源の確保が必要であること、この２つが不可欠である。いずれかが欠け

ると、改革が後退することにもなり、批判も受ける。大変に厳しい課題だが、この

方向でしっかりと結論を出していきたい。 

（伊藤議員） 先ほど冬柴臨時議員から公共投資と経済成長、デフレ・インフレとの関

係のお話があったが、公共投資の１つの役割は、これまで補正が不況の年に突出し

ていることから分かるように、景気対策ということがあった。その観点からすると、

景気がよくなる時には、公共投資の役割の中で景気対策の部分は小さくなる。つま

り、削減率は経済成長率が高いときには、むしろ拡大しても構わないという論理も

成り立つわけで、必ずしも景気がよいから手綱を緩めていいということにはならな

い。 

（丹羽議員） 公共投資を平成 20 年度以降３％削減するのは、非常に難しいというお

話があった。ＯＥＣＤの資料によると、公共投資のＧＤＰ比はアメリカが 2.5 、ド

イツが 1.4 、イタリアが 2.4 、イギリスが 1.89、大体毎年それぐらいのレベルで

推移しているのに対し、日本は 3.9 と非常に高い。数字だけでは言えないが、まだ

まだ無駄や非効率な面を排除できる。 

先ほど菅議員が言った行政評価は、今、自己評価である。例えば、国土交通省の

中で国土交通省の人が評価する。それを総務省の下の、我々の評価委員会が第三者

の目で評価をする。しかしながら、総務大臣は勧告権しか持たない。これでは予算

に反映する力はないので、総務大臣の予算への反映力の権限をもう少し強めないと、

実質的にＰＤＣＡはワークしないと思うので、是非、御配慮をお願いしたい。 

（御手洗議員） 包括的に公共投資を重点化・効率化することについては、民間議員と

ベクトルが合っていて非常にありがたいと思うが、少しコメントする。冬柴臨時議

員から３％削減を平成 19 年度より後の４年間も続けることについては非常に難し

いという話があったが、民間議員としては、入札の更なる改革、公共投資の更なる

重点化が必要と考えている。例えば競争入札の事業規模を更に引き下げる、あるい

は無制限にすべて入札にするといった工夫、それから先ほど冬柴臨時議員が言われ

たように菅議員と協力して地方の改革にこれを広めていくこと等、まだまだ取組み

の余地があると思うので、是非これは続けていただきたい。 

また、国と地方の役割を明確にすることについては、非常に難しいという話もあ

ったし、いやできるという話もあった。しかしながら、これを明確にしないことが、

国と地方の重層構造を生み責任体制が不明確になる要素にもなっている。また色々

な公に対する依存体質を生む原因にもなっている。先ほど冬柴臨時議員が言われた

ように、４つの重点対策の中で、地方の自主性を重視し、広域的な観点から最も合
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理的な線引きをして、国と地方の役割分担を明確にすることによって合理化してい

ただきたい。 

（八代議員） 冬柴臨時議員が言われたことは、一言で言えば、公共投資は削減すべき

ものは削減するが、必要なものはやるべきということだと思う。具体的に別の表現

で言えば、民間議員ペーパーにあるように、費用対便益の採択基準を「１」を相当

上回る水準に厳格化するということ。ドイツでは、例えば「３」以上、ニュージー

ランドでは「４」以上と非常に高く設定しており、コストの３倍や４倍便益がある

公共投資に各国は重点化している。そうすれば、地方の負担金がなければ無駄な国

道ができてしまうといった尾身議員の心配もなくなる。その意味ではコストの少な

くとも３倍以上効果がある公共投資に重点化するというルールを担保すれば、無駄

な公共投資はできないと思う。それによって公共投資額のマイナス３％を達成する

ことは決して不可能ではないのではないか。 

（甘利議員） 真に必要な公共投資への重点化については、経済成長戦略推進要望の枠

組みを活用してスピード感をもって優先的に整備する。具体的な視点としては、ア

ジアとの距離を短縮する港湾等の機能強化、スピーディでシームレスかつ低廉な国

内国際一体となった物流の実現が必要。これに関連して、国際物流競争力パートナ

ーシップを構築し、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合等を通じてＡＳＥＡＮ各国に呼びか

ける予定である。 

それから企業立地の推進と産業集積の機能強化。企業立地、産業集積の推進とイ

ンフラ整備を戦略的に展開する。そしてインフラ整備と制度整備の連動。物流イン

フラを効果的に活用するためにはソフトな施策との連動が必要。電子タグの活用、

関税法の運用緩和、日本版Ｃ‐ＴＰＡＴの導入等といった関税関連制度の整備。こ

れらが一体的に行われることが必要。 

（塩崎議員） 様々な国民のニーズがあることは、今日もそれぞれの議員の方々から提

示された。しかし、政府として国民に対して約束していることがある。 

第１点。例えば、道路特定財源の問題なども極めて難しい問題だが、国民に対し

て分かりやすい結果を出すために議員の皆様方にも知恵を是非出していただきた

い。 

第２点。入札談合の話が出たが、１つは、今国会に官製談合防止法が出ており、

与党としても取り上げていこうということだが、かねてから議論していることなの

で、答えを出すよう国会にも働きかけていきたい。 

もう１つ。この裏腹に必ずある問題は公務員制度改革。今、有効な行為規制を含

む中馬提案があるが、それらを含め、公務員制度もセットで考えないとこの問題は

廃絶できないと思うので、どこかの時点で検討願えればありがたい。 

（冬柴臨時議員） 申し上げたことに尽きるが、１つ、観光の問題を落としていたので

補足する。2010 年までに訪日外国人旅行者数 1,000 万人達成という宿題をいただい

ているが、去年中国から日本に来た人は 65 万人で、日本から中国に行った人は 339

万人。これをイーブンにするだけでほぼ 1,000 万人を達成できるが、現状ではビザ

の発給など、日本は少し特殊な点がある。総理にも御指示をいただき、50 兆円近い

経済波及効果があることなので、是非関係省庁と調整しながら、観光立国を頑張っ

てまいりたい。 

御手洗議員から入札は全部一般競争方式でと言われたが、7.2 億円を２億円に、

今年度から引き下げて行っている。それを見ながらどこまで引き下げられるか、と

いうことだが、これは相当事務が煩雑になるので、どうぞ御理解を賜りたい。 

（大田議員） 平成 19 年度に３％削減ということは冬柴臨時議員の方からお話があっ
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た。その後の４年間については、引き続きの課題としたい。それから入札談合の廃

絶に向けては、冬柴臨時議員と菅議員、御協力の上、解決策をとりまとめていただ

きたい。それから公共投資のＰＤＣＡサイクル、もう既にやっているということだ

が、今日の有識者議員の御提案を受けて、更に踏み込んだ御提案をお願いしたい。

国と地方の役割分担、道路特定財源については、引き続きの検討としたい。 

（安倍議長） 小泉改革の５年半の間に、いかに公共投資についても歳出についても改

革を進めてきたかということは、冬柴臨時議員から示していただいた今までの歳出

の実績からも明らかではないかと思う。だんだん改革の果実が出てくると、そろそ

ろ一休みしたらいいのではないかという雰囲気もあるが、しかし、ここはやはり踏

ん張りどころであって、我々はしっかりと小泉改革を継続していく。この歳出の改

革、公共投資の改革についても、これはもう進めていくという強い意思を示してい

くことは大切であるとの考えである。そのためにも「基本方針 2006」に沿って、ま

ずは平成 19 年度予算から着実に３％削減を実行していきたいと思っている。 

公共事業について、削減すべきは削減するが、必要な事業はきちんと行っていく

ことが必要である。これは私は何回も申し上げてきている通りだが、そのためにも

有識者議員から御提案があったルールがやはり重要だと思う。是非、また冬柴臨時

議員におかれても、改革案を策定していただきたい。 

また、道路特定財源の一般財源化については、現行の税率を維持しつつ、一般財

源化を前提に見直しを行い、納税者の理解を得ながら、年内に具体案をとりまとめ

ると、これまでも所信表明演説等で申し上げてきたところであるので、この方針に

沿って、国民が納得できる改革を実現できるように、また経済財政諮問会議におい

ても検討を続けていただきたいと思う。 

○平成 19 年度予算編成の基本方針（事項案）について

（藤岡内閣府政策統括官） 資料「『平成 19 年度予算編成の基本方針』事項案」を配付

させていただいている。安倍内閣発足後の議論及び「基本方針 2006」を踏まえた項

目立てとなっている。次回の経済財政諮問会議の原案の議論の時に、併せて御議論

いただければと思う。 

（大田議員）	  また、事務方を通して御意見を承る。不手際で時間が超過して申し訳な

い。この事項案については、次回原案を提示し、今月末を目途に経済財政諮問会議

としてとりまとめ、閣議決定できるよう努力をしたいと思うので、御協力をよろし

くお願いする。 

      （以 上）
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