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平成20年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極
めて重要な予算である。歳出全般にわたって、これま
で行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることな
く、国、地方を通じ、引き続き「基本方針2006」に則
り、最大限の削減を行う。 

 

以下は、「基本方針2006」別紙に示された５年間の歳出改革の

うち、主要な分野について、関連する制度改革等の取組を示し

たものである。 
 

今後、「基本方針2006」に示された目標を達成するためには、

さらに必要な措置を実施していかなければならない。 
 

 

 

（注）１．本資料は、内閣府の責任において取りまとめたものである。 

２．「基本方針2007」を取りまとめていく過程で得られた成果については、表中、ゴシック体で記載している。 
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「基本方針2006」の記述 
これまでの取組 

（平成19年度予算を含む） 

今後の取組 

(現時点で方針が明らかにされているもの) 
社会保障 

＜雇用＞ 

・ 失業等給付の国庫負担の在り方について

は、「廃止を含めて検討する」という「行

政改革推進法」の趣旨を踏まえ、かつ、昨

今の雇用保険財政の状況（積立金2.5兆円）

にかんがみ、2007年度において、廃止を含

む見直しを行う。 

 

○ 高年齢雇用継続給付に係る国庫負担の廃止等

の失業等給付に係る国庫負担の見直しを含む雇

用保険法等の一部改正法が、平成19年通常国会

において成立（平成19年度から適用）。 

 

 

＜生活保護＞ 

・ 以下の内容について、早急に見直しに着

手し、可能な限り2007年度に、間に合わな

いものについても2008年度には確実に実

施する。 

－ 生活扶助基準について、低所得世帯の消

費実態等を踏まえた見直しを行う。 

－ 母子加算について、就労支援策を講じつ

つ、廃止を含めた見直しを行う。 

－ 級地の見直しを行う。 

－ 自宅を保有している者について、リバー

スモーゲージを利用した貸付け等を優先す

ることとする。 

・ 現行の生活保護制度は抜本的改革が迫ら

れており、早急に総合的な検討に着手し、

改革を実施する。 

 

○ 母子加算の見直し及びリバースモーゲージに

ついて、平成19年４月より実施。 

 

○ 生活扶助基準及び級地の見直し等について、平

成20年度に実施。 

 



3 

＜介護＞ 

・ 保険料負担が過度のものとならないよう、

次期事業計画の開始が2009年度であること

を念頭に置きつつ、2011年度までの間にお

いても、公的給付の内容・範囲及び介護報

酬の在り方についての見直しなど必要な改

革に取り組む。 

 

＜医療＞ 

・ 中期的な視野に立って、医療保険制度の

持続可能性・安定性を確保し、現役世代の

負担が過度のものとならないようにしてい

くためには、更なる改革が不可避であり、

2011年度までの間には、更なる給付の重点

化・効率化に取り組むことが必要である。

・ 具体的には、医療保険制度改革の直後で

あることも踏まえ、今後５年間の幅の中で、

公的給付の内容・範囲及び負担と給付の在

り方、並びに救急医療、小児・産科などへ

の対応を含めた診療報酬の在り方、後発品

の使用拡大など薬剤費の在り方について見

直しを行う。 

 

○ 以下の取組を盛り込んだ平成20年度から24年

度までの５年間を基本とする「医療・介護サー

ビスの質向上・効率化プログラム」を策定（平

成19年５月15日）。 

 

生活習慣病対策・介護予防の推進、平均在

院日数の短縮、在宅医療・在宅介護の推進

と住宅政策との連携、診療所と病院の役割

の明確化、ＥＢＭ（ Evidence-based– 

Medicine）の推進と医療の標準化、重複・

不要検査の是正、後発医薬品の使用促進、

不正な保険医療機関や介護サービス事業

者等への指導・監査の強化、医師・看護師

等の医療従事者等の役割分担の見直し、診

療報酬・介護報酬の見直し、包括払いの促

進、ＩＴ化の推進（原則レセプト完全オン

ライン化、健康ＩＴカード（仮称）導入に

向けた検討）、地域医療提供体制の整備、

医療情報の提供、医療・介護の安全体制の

確保等 

○ 「医療・介護サービスの質向上・効率化プログ

ラム」等を推進する。 

○ 同プログラムに定めた目標の実現に向け

て、実効性のある改革の取組を進め、平成20

年度予算から順次反映させる。 

○ また、上に述べた分野別の見直しに加えて、

社会保障番号の導入など社会保障給付の重複

調整という視点からの改革などについても検

討を行う。 

 

○ 平成18年９月に「社会保障番号に関する関係

省庁連絡会議」において、「『社会保障番号』に

関する実務的な議論の整理」を取りまとめ、①

「社会保障番号」の付番の対象・方法、②「社

会保障番号」の付番・管理のための運営機関の

在り方について、具体的イメージ（複数のパタ

○ 「健康ＩＴカード（仮称）」の導入に向けた検討

を行い、平成19年内を目途に結論を得る。 

○ 新たな年金記録管理システムの構築を図る。 
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ーンを含む。）を整理した上で、イメージに沿っ

て、課題とその解決方法や、メリット及び留意

点、費用等について、実務的な観点から検討を

行い、客観的に整理。同月22日の経済財政諮問

会議に報告。 

○ 諸外国の社会保障番号等の実態・利用状況や

被保険者に対する情報提供の内容等について調

査を実施。 

 

○ 以上のような取組を通じ、過去５年間の改

革（国の一般会計予算ベースで▲1.1兆円

（国・地方合わせて▲1.6兆円に相当）の伸び

の抑制）を踏まえ、今後５年間においても改

革努力を継続することとする。 

 

○ 平成19年度予算において、雇用保険及び生活

保護の見直しにより、約2,200億円の削減を行う

こととしたところ。 

・ 雇用保険の見直し 

当分の間、国庫負担額を本来の負担額の

55％に引き下げること等により、約▲1,800億

円 

・ 生活保護の見直し 

母子加算の見直し及びリバースモーゲージ

を利用した貸付けの優先等により、約▲400億

円 

 

○ 「医療・介護サービスの質向上・効率化プログ

ラム」を踏まえ、平成19年内に「基本方針2006」

を達成するための道筋を示す。 

 

公務員人件費等 
（Ⅰ．公務員人件費） 

今後、経済成長に伴う民間賃金の上昇により

増加が見込まれる公務員人件費について、既に

決まっている改革だけでなく、更なる改革を断

行し、公務員人件費を削減する。（以下の更なる

改革全体で▲2.6兆円の削減効果） 

 

○ 以下の各論のとおり、公務員人件費の削減に

向け改革を実施。 

 

○ 国・地方を通じた行政改革や地方分権改革の推

進、地域の民間給与のより一層の反映等を通じ、

公務員人件費について、「基本方針2006」で示され

た歳出削減（2.6兆円程度）を上回る削減を目指し、

改革を具体化する。 

○ 公務員給与について、特に民間事業者と比べて

水準が高いとの指摘のある地方の技能労務職員を
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始めとして、地域の民間給与をより一層反映させ

ることとし、可能なものは平成20年度からの実施

に取り組む。 

 

○ 国家公務員 

国家公務員人件費について、既に決まって

いる定員純減と給与構造改革を着実に実行す

るとともに、定員・給与両面で更なる改革を

行う。 

＜既に決まっている改革＞ 

① 国の行政機関で▲5.7％の定員純減等

（2010年度まで）を達成する。  

＜更なる改革＞ 

① 定員純減を2011年度まで継続する。 

 

○ 国の行政機関については、「行政改革の重要方

針」(平成17年12月閣議決定)及び「行政改革推

進法」(平成18年法律第47号)を受けて、平成18

年６月「国の行政機関の定員の純減について」

を閣議決定し、具体的純減方策を取りまとめ（５

年▲5.7％（▲18,936人）以上の純減目標））。 

自衛官の人員については、行政機関に準じて

純減を行い、また、特別機関（国会、裁判所、

会計検査院、人事院）の職員の定員についても、

行政機関に準じた取組を行うよう求めることと

したところ。 

○ 平成19年度においては、以下のとおり実施。 

・ 国の行政機関については、純減目標の達成

に向け純減を前倒しし、平成18年度を大幅に

上回る純減（▲2,129人）を確保。 

・ 自衛官については、▲778人の実員の純減を

確保。 

・ 特別機関については、行政機関の取組を踏

まえ、業務の合理化・民間委託等の取組を実

施（国会 ▲45人、裁判所 ＋75人、会計検査

院 ▲15人、人事院 ▲５人）。 

※ 裁判所については、裁判官等の裁判部門の

要員確保を図る一方で、司法行政部門を中心

に業務の見直しにより▲100人の定員削減、他

に▲30人の内部振替を実施。 

 

○ 平成20年度以降も、「国の行政機関の定員の純減

について」等の純減方策を着実に実施する。 

○ 特別機関についても、行政機関の取組を踏まえ、

業務の合理化・民間委託等の取組を引き続き実施

する。 
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＜既に決まっている改革＞ 

② 地域の民間賃金の反映等のための給与構

造改革を実行する。 

＜更なる改革＞ 

② 人事院において比較対象企業規模を見直

すことを要請する（100人以上⇒50人以上）。

 

＜既に決まっている改革＞ 

○ 給与構造改革については、人事院勧告を受け

て、一般職の職員の給与に関する法律等を一部

改正（平成17年法律第113号及び平成18年法律第

101号）。 

・ 平成17年の人事院勧告に基づき実施 

① 俸給表水準を平均4.8％引下げ 

② 地域手当の新設 

③ 年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に

応じた俸給構造への転換 

④ 勤務成績に基づく昇給制度の導入及び勤

勉手当への実績反映の拡大 

・ 平成18年の人事院勧告に基づき実施 

⑤ 広域異動手当の新設 

⑥ 俸給の特別調整額の定額化 

＜更なる改革＞ 

○ 平成18年の人事院勧告において、官民給与の

比較の対象となる企業規模を100人以上から50

人以上に改めるなどの見直しを行った。 

 

○ 給与構造の改革は、平成18年度から逐次実施を

図り、平成22年度までに完成（平成17年人事院勧

告時報告）。 

 

○ 地方公務員 

地方公務員人件費については、国家公務員

の改革を踏まえた取組に加え、地方における

民間給与水準への準拠の徹底、民間や国との

比較の観点からの様々な批判に対する是正等

の更なる削減努力を行い、本年４月末に総務

省から公表された速報値を踏まえ、５年間で

行政機関の国家公務員の定員純減（▲5.7％）

と同程度の定員純減を行うことを含め大幅な

人件費の削減を実現する。 

○ 地方公共団体においては、給与構造改革（既

に決まっている改革）について、1,834団体

（97.9％）が実施済又は実施見込み（平成19年

４月１日現在）。 

○ 地方公共団体に対して、「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」（平成18

年８月31日付総務事務次官通知）及び「地方公

務員の給与改定に関する取扱い等について」（平

成18年10月17日付総務事務次官通知）により、

地方における給与構造改革の着実かつ速やかな

○ 地方公共団体においては、「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」及び「地

方公務員の給与改定に関する取扱い等について」

に基づき、引き続き給与構造改革等に取り組む。 

○ 人事委員会においては、公民較差算定等のガイ

ドラインに基づき、公民較差のより一層精確な算

定、公民比較の勧告への適切な反映、勧告内容等

に対する説明責任の徹底等に取り組む。 

○ 地方公共団体においては、「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」に基づき、
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＜既に決まっている改革＞ 

・ 国の給与構造改革を踏まえた改革を行う。

＜更なる改革＞ 

③ 比較対象企業規模を見直す必要がある

（100人以上⇒50人以上）。 

④ 地域の民間給与の更なる反映を図る。 

⑤ ボーナスの支給月数の地域格差の反映を

図る。 

⑥ 特殊勤務手当を削減する。 

⑦ 互助会への補助金を削減する。 

⑧ 級別職員構成を是正する。 

⑨ 知事等の高額な退職手当を適正化する。

 

実施、比較対象企業規模の見直し、地域の民間

給与の更なる反映、当該地域の民間給与の支給

月数を上回ることのないボーナスの適切な改

定、不適切な特殊勤務手当等諸手当の速やかな

是正、職員互助会への補助の見直し、級別職員

構成の計画的な是正、知事等の特別職の退職手

当についての在職月数の算定方法の見直しや特

別職報酬等審議会など第三者機関における検討

を通じた見直し等を要請。 

○ 人事委員会に対して、公民較差算定等のガイ

ドライン（平成18年８月23日）を通知し、公民

較差のより一層精確な算定、公民比較の勧告へ

の適切な反映、勧告内容等に対する説明責任の

徹底等の取組を要請。 

○ 比較対象企業規模の見直し（100人以上⇒50人

以上）については、すべての人事委員会が平成

18年勧告において見直しを実施。 

○ 職員互助会への補助の見直し状況を調査・公

表するとともに、地方公共団体に対して、「地方

公共団体が実施する福利厚生事業に係る点検・

見直し及び事業の実施状況等の公表について」

（平成18年11月15日）を通知し、更なる見直し

を要請。 

○ 地方公共団体に対して、住民自治を原動力と

して給与適正化を推進する観点から、「「地方公

共団体における職員給与等の公表について」の

一部改正について」（平成18年10月20日付総務事

務次官通知）により、給与情報等公表システム

の公表内容の充実を図り、公表様式に沿った情

報開示の徹底を要請。また、平成19年４月６日

引き続き、職員互助会への補助の見直しに取り組

む。 

○ 地方公共団体においては、「「地方公共団体にお

ける職員給与等の公表について」の一部改正につ

いて」に基づき、情報開示の徹底に取り組む。 
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から、総務省ホームページに「地方公共団体別

給与等の比較」コーナーを設置し、「技能労務職

員等の民間類似職種との比較」等を掲載。 

 

＜更なる改革＞ 

① 本年４月末に総務省から公表された速報

値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公務

員の定員純減（▲5.7％）と同程度の定員純

減（2010年度まで）を行う。 

② 定員純減を2011年度まで継続する。 

 

○ 地方公共団体に対して、「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」及び「地

方公務員の給与改定に関する取扱い等につい

て」により、「集中改革プラン」における定員管

理の数値目標の着実な達成への取組及び職員数

の一層の純減を要請。 

○ 地方公共団体においては、５年間で行政機関

の国家公務員の定員純減（▲5.7％）と同程度と

の定員純減目標に対して、初年度で過去 大の

▲43,720人（▲1.4％）の純減（平成18年４月１

日現在）。 

 

○ 地方公共団体においては、「地方公共団体におけ

る行政改革の更なる推進のための指針」及び「地

方公務員の給与改定に関する取扱い等について」

に基づき、「集中改革プラン」における定員管理の

数値目標の着実な達成及び職員数の一層の純減に

取り組む。 

 

＜更なる改革＞ 

⑩ 教職員等人件費を削減する。 

 

○ 教員給与の在り方について検討するため、教

員の勤務実態調査等各種調査を実施するととも

に、中央教育審議会において今後の教員給与の

在り方について審議・答申。 

○ 平成19年度の自然減（▲900人）や地方民間給

与水準への準拠に伴う減等を19年度義務教育費

国庫負担金予算額に計上。 

 

○ 人材確保法に基づく優遇措置の縮減について

は、20年度より反映させる。 

 

○ 公務員制度改革 

各地域における公務員の給与、処遇の在り

方について、民間企業の実態を踏まえ、能力

主義や実績評価に基づいたものとなるよう厳

しく見直すとともに、公務員の労働基本権や

○ 「行政改革の重要方針」(平成17年12月閣議決

定)及び「行政改革推進法」(平成18年法律第47

号)に基づき、能力・実績主義の人事管理の徹底、

退職管理の適正化等、国民の意見を踏まえ早期

に調整を図ることとした。 

「公務員制度改革について」に基づき、以下の改

革に取り組む。 

○ 国家公務員法等改正法案に盛り込まれた改革を

実施する。 

・ 能力本位の任用制度の確立等を図る。 
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人事院・人事委員会の在り方を含む公務員制

度改革全体の改革を早期に開始する。 

 

○ 平成19年４月24日に「公務員制度改革につい

て」を閣議決定。 

○ 能力・実績主義の徹底、再就職に関する規制

の導入を内容とする「国家公務員法等改正法案」

を国会に提出（平成19年４月25日）。 

また、地方公務員についても、上記閣議決定

を踏まえて「地方公務員法等改正法案」を国会

に提出（平成19年５月29日）。 

○ 公務員の労働基本権を含めた労使関係の在り

方等の問題について、行政改革推進本部の下に

専門調査会を設置し、幅広く検討を行っている

（平成19年４月24日には「専門調査会における

議論の整理」を行った。）。 

 

・ 各府省による職員又は職員であった者の再就

職あっせんを禁止し、官民人材交流センター（以

下、「センター」という）に一元化する。センタ

ーは平成20年中に設置することとし、一元化実

施時期は、センター設置後３年以内とする。セ

ンターの制度設計については、官房長官の下に

置く有識者懇談会での意見を踏まえ、内閣にお

いて検討する。再就職等監視委員会の準備室を

早急に立ち上げる。 

○ 総理の下に有識者からなる検討の場を設け、公

務員の採用の在り方や退職までの人事管理の在り

方など、これまで経済財政諮問会議において議論

されてきた論点（幹部公務員の人事管理の在り方、

国際機関の幹部候補者育成のための仕組み等）も

踏まえつつ、下記の課題を含む公務員の人事制度

全般の課題について総合的・整合的な検討を進め

る。 

・ 専門スタッフ職の早期導入 

・ 他府省及び民間を含めた公募制の導入 

・ 官民交流の抜本的拡大 

・ 定年延長 

○ 労働基本権については、「行政改革推進本部専門

調査会」における審議（平成19年秋を目途に結論）

を踏まえ、改革の方向で見直す。 

○ 公務員制度の総合的な改革を推進するための基

本方針を盛り込んだ「国家公務員制度改革基本法

案」（仮称）を次期通常国会に向けて立案し、提出

する。 
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（Ⅱ．独立行政法人、公益法人） 

○ 独立行政法人等 

（１）人件費 

① 既定の改革の確実な達成 

独立行政法人等について、既定の人件費

改革（2010年度まで）を確実に達成し、こ

れにより退職手当及び福利厚生費を含め着

実に削減する。非常勤職員手当についても

業務経費効率化の取組の中で抑制を図る。

② さらに、国家公務員の改革を踏まえ、人

件費改革を2011年度まで継続するととも

に、官民給与の比較対象企業規模の見直し

による公務員給与改定を反映する。 

 

○ 行政改革推進法等において、各法人は、平成

18年度から５年間で５％以上の人件費の削減を

行うことを基本として取り組むこととされてい

ることから、各法人において、これを踏まえた

新中期計画等を策定。 

 

○ 各法人は、新中期計画等に沿って、人件費の削

減に取り組む。 

 

（２）個々の独法の業務等については、業務内

容の必要性・重要性、更なるコスト効率化、

財務の自律性の向上等の観点から、各政策分

野の改革の中で厳しく見直す。 

 

○ 平成18年度末に中期目標期間が終了する法人

に加え、融資等業務を行う法人等23法人の主要

な事務・事業の改廃等について、行政減量・効

率化有識者会議において指摘事項を取りまとめ

（平成18年11月21日）、また、総務省政策評価・

独立行政法人評価委員会において主務大臣に対

し「勧告の方向性」を指摘（平成18年11月27日）。

○ これらの指摘を踏まえ、各主務大臣において

見直し案が作成され、行政改革推進本部の了承

の上、決定(平成18年12月24日)。 

○ 平成18年度末に中期目標期間が終了する法人

については、各主務大臣において新中期目標・

中期計画を策定するとともに、必要な法制上の

措置等を実施。 

 

○ 「行政改革推進本部」は、総務省と連携して、

次の原則に基づき、101全法人を対象に見直しを行

う。 

原則１ 「官から民へ」原則：民間にゆだねた

場合には実施されないおそれがある法人

及び事務事業に限定する。それ以外は、

民営化・廃止又は事務・事業の民間委託・

廃止を行う。 

原則２ 競争原則：法人による業務独占につい

ては、民間開放できない法人及び事務事

業に限定する。それ以外は、民営化・廃

止又は事務・事業の民間委託・廃止を行

う。 

原則３ 整合性原則：他の改革（公務員制度改

革、政策金融改革、国の随意契約の見直

し、国の資産債務改革）との整合性を確
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保する。 

○ 上記の見直しの結果を踏まえ、平成19年内を目

途に「独立行政法人整理合理化計画」を策定する。 

○ 存続する法人については、そのすべての事務・

事業について市場化テスト導入の検討対象とす

る。 

○ 上記の３原則を踏まえ、政府としての整理合理

化計画の具体的な策定方針を速やかに決定し、各

主務大臣はその方針に沿って所管する全法人につ

いてそれぞれの整理合理化案を平成19年８月末を

目途に策定する。 

○ これに合わせ、中期目標期間終了時の見直しに

ついて、平成19年度に見直す23法人に加え、平成

20年度に見直す12法人についても前倒しで対象と

する。 

○ 各主務大臣の作成した整理合理化案について

は、行政減量・効率化有識者会議と政策評価・独

立行政法人評価委員会、規制改革会議、官民競争

入札等監理委員会及び資産債務改革の実行等に関

する専門調査会とが連携を図りつつ議論を行い、

行政減量・効率化有識者会議においてそれらの議

論を集約・検討した上で、平成19年内を目途に行

政改革推進本部において整理合理化の内容を取り

まとめ、政府として独立行政法人整理合理化計画

を策定する。 

 

○ 公益法人 

（１）「国と特に密接な関係を持つ公益法人に対

する給与水準の点検・見直しの要請」につい

て、法人への指導の強化・徹底と、そのフォ

○ 関係省庁連絡会議等の場を通じて各府省の取

り組みの徹底を図るとともに、国と密接な関係

を持つ公益法人を対象に、役員及び職員の給与

等に関する調査を実施。 

○ 平成19年夏に、調査結果をとりまとめ、平成19

年度公益法人白書において公表する。 
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ローアップを行う。地方においても同様の取

組を行うことを要請する。 

 

○ 「地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針」を通知し、地方公共団体に対

して、２分の１以上の出えんを行う公益法人の

給与水準の点検・見直し等を要請。 

 

（２）公益法人向け補助金等について、各政策

分野の歳出削減を図る中で、義務的に支払い

が必要なものなどやむを得ないものを除き、

原則として今後５年間で５％以上の抑制を図

る。 

 

○ 公益法人向け補助金等（義務的に支払が必要

なものなどやむを得ないものを除く）について

は、平成19年度予算において、対前年度▲168億

円（▲10.9％）の削減。 

 

 

また、地方の第三セクター向け補助金等に

ついて、同様の対応を行うことを要請する。

 

○ 「地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針」を通知し、地方公共団体に対

して、第三セクター及び地方公社への補助金等

の今後５年間で５％以上の抑制等を要請。 

 

○ 第三セクター等の経営状況等を把握するため、

平成19年６月に「第三セクター等の状況に関する

調査」を地方公共団体に対して照会し（調査対象

年度：平成18年度決算）、12月に調査結果を公表す

る（報道発表）。本項目のフォローアップについて

は、調査項目を新たに追加することで対応する。 

○ 平成23年度までの毎年度、上記調査を実施のう

え公表する。 

 

（Ⅲ 公益法人等との随意契約の適正化） 

（１）公益法人等（所管公益法人、独立行政法

人、特殊法人、再就職者のいる民間法人等）

との間の随意契約については、競争入札が原

則との原点に立ち帰り、厳格かつ徹底的に見

直しを行った結果、従来の随意契約の約７割

（所管公益法人との間の随意契約の９割強）

を競争的な手法による契約に移行することと

しているところである。 

○ 公益法人等以外の者との随意契約について見

直しを行い、競争を行っていなかった随意契約

のうち約６割弱（平成17年度実績ベース）を一

般競争入札等に計画的に移行することとし、随

意契約見直し計画を平成19年１月に改定。 

○ 平成18年８月に、財務省より各省庁に対して、

①、②及び③の内容を含む通知が行われ、各省

庁において取組を実施。 

 

○ 各府省において作成された随意契約見直し計画

（改訂）に従い、順次、見直しを実施する。 

○ 各府省は見直し状況をＨＰに公表し、フォロー

アップを実施する。 
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（２）今後、今回の見直しの対象とならなかっ

た公益法人等以外の者との随意契約について

もすべて、本年中に同様の見直しを行う。 

（３）情報公開の一層の充実を図る観点から、

以下の措置をとる。 

① 所管公益法人との随意契約の相手方に国

の常勤の職員であった者が役員として在籍

している場合、その人数を公表する。 

② 政府調達に関する情報のホームページへ

の掲載方法を改善する。 

③ 調達に関する問い合わせの総合窓口を各

府省に設置する。 

 

公共事業関係費 
○ 公共事業については、景気対策としてでは

なく、真に必要な社会資本整備へと転換する

必要がある。その中で、今後、廃止・終了す

る事業や整備水準の上昇も踏まえた事業分野

ごとのメリハリ付けを強化するとともに、あ

らゆる分野で官民格差等を踏まえたコスト縮

減や入札改革などを進め、重点化・効率化を

徹底することにより、これまでの改革努力（名

目対前年度比▲３％）を基本的に継続する。

○ その際、現在実施中のコスト縮減努力（５

年間で15%のコスト縮減）の継続や今後は廃

止・終了する事業の存在などを織り込んだ対

応を行う必要がある。また、今後５年間の幅

の中では、これまでのデフレ下の状況とは異

なり、資材価格や賃金等のコスト増が生じ得

○ 平成19年度予算において、公共事業関係費を

対前年度▲3.5％とし、重点化・効率化を徹底す

ることにより、これまでの改革努力を継続。 

○ 平成19年度予算における公共事業関係費につ

いては、「平成19年度予算編成の基本方針（平成

18年12月１日閣議決定）」を踏まえ、地域の自

立・活性化、我が国の成長力の強化、防災・減

災等による安全・安心の確保に施策を重点化。 

○ コスト縮減については、平成15年度から５年

間で、物価の下落等を除いて15％の総合コスト

縮減率の達成に向け、公共事業の全てのプロセ

スを見直す「コスト構造改革」を推進。平成17

年度における総合コスト縮減率は、全府省・全

公団等で9.6％。平成18年度においても、引き続

き、①事業の迅速化、②計画・設計から管理ま

○ 地域の自立・活性化、我が国の成長力強化、防

災・減災等による安全・安心の確保等の観点から、

真に必要な公共投資を選別するとともに、入札・

契約制度改革の推進、コスト縮減などを通じ、更

なる重点化・効率化を推進する。 

○ 公共投資は以下のような基本的考え方に沿って

行う。 

ⅰ 過去に作られた様々な計画や目標について

は、経済成長の動向や出生率の低下等を踏ま

え、必要な見直しを行っていく。 

ⅱ 投資に当たっては、整備状況を踏まえ、既存

資本の維持・長寿命化を重視する。 

ⅲ 公共投資に関する計画においては、これまで

の改革の方向性に沿って、アウトカム（成果）

目標を重視する。 
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ることを考慮するとともに、改革を継続する

中で、国際競争に勝ち抜くためのインフラ整

備、また、国民生活の質的向上や安全・安心

の確保につながる社会資本整備など我が国の

将来を見据えつつ各年度の社会資本整備を判

断していく必要もある。このため、経済成長

との関係を勘案したこれまでの実質の削減率

の実績による対応を視野に入れる必要があ

る。 

 

での各段階のおける 適化、③調達の 適化に

ついて様々なコスト縮減に取組。 

○ 入札改革については、これまでも政府として

一般競争入札の拡大と総合評価方式の拡充等に

取り組んできたところであるが、昨年相次いだ

地方における入札談合事件を受け、地方公共団

体における入札改革を推進するため、昨年末、

公共工事入札契約適正化法に基づく要請を実

施。この結果、約７割強の都道府県が19年度中

に一般競争入札の範囲を拡大する方針を示す

等、地方公共団体における入札改革に向けた取

組が進展。 

  また、国土交通省では、同省発注の水門設備

工事に係る官製談合事件を受け、入札談合防止

対策として、コンプライアンスの徹底、一般競

争入札の更なる拡大等の入札方式の改善、違反

者に対するペナルティーの強化、再就職の見直

しからなる「当面の対策」を本年３月に取りま

とめ。さらに、林野庁及び農林水産省所管の独

立行政法人緑資源機構では、同機構における官

製談合事件を受け、土木工事等の発注を一般競

争入札に切り替えるとともに、受注法人への再

就職を自粛するとの方針を本年５月までに公

表。 

 

ⅳ 事業評価に関する第三者機関の機能を拡充す

ることなどにより、真に必要な公共投資の選

別を推進する。 

ⅴ 実績が事前の評価を下回る公共投資の事例等

を十分に把握し、予算の重点化に活用する。 

ⅵ 公共投資に関する国と地方の明確な役割分担

の下、引き続き補助事業・直轄事業の見直し

を進める。 

○ 一般競争入札が原則との原点に立って、国、地

方を通じ、その適用範囲を計画的に拡大していく。 

○ 入札談合等不正行為を行った場合のペナルティ

ーについては、十分な抑止力を持つよう強化する。 

○ 予定価格・落札内容に関する情報を、より詳細

かつ分かりやすく公表する。 

○ コスト縮減については、「公共事業コスト構造改

革プログラム」（平成15年９月18日）を確実に実行

する。平成20年度以降も新たなコスト縮減計画を

策定し、取組を継続する。同時に、ＰＦＩを一層

活用し、民間の知見・資金を活用する。 

 



 

 

社会保障 

○ 今後とも高齢化の進展等に伴い、社会保障給付については大幅に増加

し、そのための保険料・税負担も大きく増大していくことが見込まれる。

○ こうした中、社会保障制度が国民の安心や安定を支えるセーフティネ

ットとしての役割・機能を将来にわたり果たし続けていくためには、制

度自体の持続可能性・安定性を確保していくことが何より重要であり、

そのためには、現役世代の負担が過度のものとならないよう社会保障制

度全般にわたり不断の見直しを行い、セーフティネットとして求められ

る水準に配慮しつつ、給付の伸びを抑制することが必要となる。 

○ また、政府・与党の公約である 2010 年代初頭の基礎的財政収支の黒

字化を実現するために、政府全体の歳出を聖域なく厳しく見直し、増税

額を出来る限り小さくすることを目指す中で、国の一般歳出の４割を超

える水準にあり、また高齢化の進展等により今後増加が見込まれる社会

保障についても、国民の理解を前提としつつも一定の歳出の抑制努力は

避けられない。 

○ 社会保障については、これまで各般の改革を行ってきたところである

が、以上のような観点を踏まえれば、今後５年間においても、次に掲げ

る事項を含め改革努力を継続していく必要がある。 

＜雇用＞ 

・ 失業等給付の国庫負担の在り方については、「廃止を含めて検討

する」という「行政改革推進法」の趣旨を踏まえ、かつ、昨今の雇用

保険財政の状況（積立金2.5兆円）にかんがみ、2007年度において、

廃止を含む見直しを行う。 

＜生活保護＞ 

・ 以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り 2007 年

度に、間に合わないものについても 2008 年度には確実に実施する。 

－生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直し

を行う。 

－母子加算について、就労支援策を講じつつ、廃止を含めた見直し 

を行う。 

－級地の見直しを行う。 

－自宅を保有している者について、リバースモーゲージを利用した 

貸付け等を優先することとする。 

・ 現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的

な検討に着手し、改革を実施する。 

＜介護＞ 

・ 介護については、これまで所要の改革を行ってきたが、それでも

経済の伸びを上回って給付費が増大することを踏まえるならば、保険

料の増大が避けられない状況にある。 

・ 保険料負担が過度のものとならないよう、次期事業計画の開始が

2009 年度であることを念頭に置きつつ、2011 年度までの間において

も、公的給付の内容・範囲及び介護報酬の在り方についての見直しな

ど必要な改革に取り組む。 

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」別紙 

（主要な分野） 

 参 考 
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＜医療＞ 

・ 今回の医療改革により、医療給付費のための保険料・税負担につ

いて、足下の期間では相応の抑制が実現した。しかしながら、それで

もなお、経済の伸びを上回って給付費が増大することが見込まれてお

り、保険料・税負担も増大していくものと予想される。 

・ 中期的な視野に立って、医療保険制度の持続可能性・安定性を確

保し、現役世代の負担が過度のものとならないようにしていくために

は、更なる改革が不可避であり、2011 年度までの間には、更なる給付

の重点化・効率化に取り組むことが必要である。 

・ 具体的には、医療保険制度改革の直後であることも踏まえ、今後

５年間の幅の中で、公的給付の内容・範囲及び負担と給付の在り方、

並びに救急医療、小児・産科などへの対応を含めた診療報酬の在り方、

後発品の使用拡大など薬剤費の在り方について見直しを行う。 

○ また、上に述べた分野別の見直しに加えて、社会保障番号の導入など

社会保障給付の重複調整という視点からの改革などについても検討を

行う。 

○ 以上のような取組を通じ、過去５年間の改革（国の一般会計予算ベー

スで▲1.1 兆円（国・地方合わせて▲1.6 兆円に相当）の伸びの抑制）

を踏まえ、今後５年間においても改革努力を継続することとする。 

 

公務員人件費・独立行政法人・公益法人 

（Ⅰ．公務員人件費） 

 2011 年度に基礎的財政収支を黒字化することを目標に、社会保障を含

めた歳出カットや国民負担増の可能性を検討している中にあって、厳し

い公務員人件費の見直しは不可欠の課題である。 

今後、経済成長に伴う民間賃金の上昇により増加が見込まれる公務員

人件費について、既に決まっている改革だけでなく、更なる改革を断行

し、公務員人件費を削減する。（以下の更なる改革全体で▲2.6 兆円の削

減効果） 

国会についても、「先ず隗より始めよ」として、自ら歳出改革に取り

組むことを要請する。具体的には、衆議院、参議院それぞれの検討の場

において、国会職員の定員の純減や給与の見直し等を含む改革案が取り

まとめられており、これらを速やかに実現していくことを求める。また、

議員歳費についても、国家公務員の給与改革の成果を的確に反映するこ

とを求める。 

○ 国家公務員 

国家公務員人件費について、既に決まっている定員純減と給与構造改

革を着実に実行するとともに、定員・給与両面で更なる改革を行う。 

＜既に決まっている改革＞ 

① 国の行政機関で▲5.7％の定員純減等（2010 年度まで）を達成する。

② 地域の民間賃金の反映等のための給与構造改革を実行する。 

＜更なる改革＞ 

① 定員純減を 2011 年度まで継続する。 

② 人事院において比較対象企業規模を見直すことを要請する（100 人
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以上⇒50 人以上）。 

○ 地方公務員 

 地方公務員人件費については、国家公務員の改革を踏まえた取組に加

え、地方における民間給与水準への準拠の徹底、民間や国との比較の観

点からの様々な批判に対する是正等の更なる削減努力を行い、本年４月

末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行政機関の国家公

務員の定員純減（▲5.7％）と同程度の定員純減を行うことを含め大幅

な人件費の削減を実現する。 

＜既に決まっている改革＞ 

・ 国の給与構造改革を踏まえた改革を行う。 

＜更なる改革＞ 

① 本年４月末に総務省から公表された速報値を踏まえ、５年間で行

政機関の国家公務員の定員純減（▲5.7％）と同程度の定員純減（2010

年度まで）を行う。 

② 定員純減を 2011 年度まで継続する。 

③ 比較対象企業規模を見直す必要がある（100 人以上⇒50 人以上）。

④ 地域の民間給与の更なる反映を図る。 

⑤ ボーナスの支給月数の地域格差の反映を図る。 

⑥ 特殊勤務手当を削減する。 

⑦ 互助会への補助金を削減する。 

⑧ 級別職員構成を是正する。 

⑨ 知事等の高額な退職手当を適正化する。 

⑩ 教職員等人件費を削減する。 

○ 公務員制度改革 

各地域における公務員の給与、処遇の在り方について、民間企業の実

態を踏まえ、能力主義や実績評価に基づいたものとなるよう厳しく見直

すとともに、公務員の労働基本権や人事院・人事委員会制度の在り方を

含む公務員制度全体の改革の検討を早期に開始する。 

 

（Ⅱ．独立行政法人、公益法人） 

○ 独立行政法人等 

独立行政法人、国立大学法人の人件費については、既定の改革を確実

に達成するとともに、国家公務員の取組を踏まえて、更に抑制する。ま

た、個々の独立行政法人の業務等については、それぞれの政策分野の改

革の中で厳しく見直す。 

 (１)人件費 

① 既定の改革の確実な達成 

独立行政法人等について、既定の人件費改革（2010 年度まで）を

確実に達成し、これにより退職手当及び福利厚生費を含め着実に削

減する。非常勤職員手当についても業務経費効率化の取組の中で抑

制を図る。 

② さらに、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を 2011 年度まで

継続するとともに、官民給与の比較対象企業規模の見直しによる公

務員給与改定を反映する。 
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 (２)個々の独法の業務等については、業務内容の必要性・重要性、更

なるコスト効率化、財務の自律性の向上等の観点から、各政策分野の

改革の中で厳しく見直す。 

○ 公益法人 

   公益法人について、法人による給与の点検・見直しに関する取組の徹

底、補助金等の抑制を図り、地方においても同様の取組を行うことを要

請する。また、国と公益法人等との間の随意契約の適正化を図る。 

 (１)「国と特に密接な関係を持つ公益法人に対する給与水準の点検・

見直しの要請」について、法人への指導の強化・徹底と、そのフォロ

ーアップを行う。地方においても同様の取組を行うことを要請する。

 (２)公益法人向け補助金等について、各政策分野の歳出削減を図る中

で、義務的に支払いが必要なものなどやむを得ないものを除き、原則

として今後５年間で５％以上の抑制を図る。 

   また、地方の第三セクター向け補助金等について、同様の対応を行

うことを要請する。 

 

（Ⅲ．公益法人等との随意契約の適正化） 

 (１)公益法人等（所管公益法人、独立行政法人、特殊法人、再就職者

のいる民間法人等）との間の随意契約については、競争入札が原則と

の原点に立ち帰り、厳格かつ徹底的に見直しを行った結果、従来の随

意契約の約７割（所管公益法人との間の随意契約の９割強）を競争的

な手法による契約に移行することとしているところである。 

 (２)今後、今回の見直しの対象とならなかった公益法人等以外との随

意契約についてもすべて、本年中に同様の見直しを行う。 

 (３)情報公開の一層の充実を図る観点から、以下の措置をとる。 

① 所管公益法人との間の随意契約の相手方に国の常勤の職員であっ

た者が役員として在籍している場合、その人数を公表する。 

② 政府調達に関する情報のホームページへの掲載方法を改善する。 

③ 調達に関する問い合わせの総合窓口を各府省に設置する。 

 

公共事業関係費 

○ 公共事業関係費については、これまでの削減により、「構造改革と経

済財政の中期展望」（平成 14 年１月 25 日閣議決定）に示された目安を

既に達成した。しかしながら、我が国の社会資本の整備水準が上昇する

一方、人口減少社会が到来することにかんがみると、危機的な財政事情

の下、歳出・歳入一体改革を進める中で、今後とも改革を継続し、更な

る重点化・効率化を図る必要がある。 

○ このため、公共事業については、景気対策としてではなく、真に必要

な社会資本整備へと転換する必要がある。その中で、今後、廃止・終了

する事業や整備水準の上昇も踏まえた事業分野ごとのメリハリ付けを

強化するとともに、あらゆる分野で官民格差等を踏まえたコスト縮減や

入札改革などを進め、重点化・効率化を徹底することにより、これまで

の改革努力（名目対前年度比▲３％）を基本的に継続する。 

○ その際、現在実施中のコスト縮減努力（５年間で 15%のコスト縮減）
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の継続や今後は廃止・終了する事業の存在などを織り込んだ対応を行う

必要がある。また、今後５年間の幅の中では、これまでのデフレ下の状

況とは異なり、資材価格や賃金等のコスト増が生じ得ることを考慮する

とともに、改革を継続する中で、国際競争に勝ち抜くためのインフラ整

備、また、国民生活の質的向上や安全・安心の確保につながる社会資本

整備など我が国の将来を見据えつつ各年度の社会資本整備を判断して

いく必要もある。このため、経済成長との関係を勘案したこれまでの実

質の削減率の実績による対応を視野に入れる必要がある。  
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2011 年度までの歳出改革について 

 

 

 

○ 今回各分野ごとに取りまとめた今後５年間の改革方針に基づく削減

額は、別表のとおりである。 

 

○ 経費によっては、取りまとめに示されているように、削減額について、

今後の資材価格や人件費の状況、内外の経済社会情勢等によって、  

ある程度、幅を持って考える必要がある。ただし、歳出を増加すればそ  

の分だけ国民負担が増加することには、留意しなければならない。 

 

○ なお、災害への対応等現時点で見込み難い経費については、適   

切に対応する必要がある。 

 

○ 今回の取りまとめによって、2011 年度までに基礎的財政収支の黒  

字化を達成するために解消すべき要対応額 16.5 兆円程度のうち、少 

なくとも 11.4 兆円以上は、歳出削減によって対応することとなる。 

 

○ 歳出改革では対応しきれない要対応額（２～５兆円）については、  

歳入改革によって対応することとなるが、今後の経済社会情勢及び  

歳出削減の状況等によっては、この要対応額が変動する可能性があ  

る。 
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 〔別表〕 

今後５年間の歳出改革の概要 

（注１）上記金額は、特記なき場合国・地方合計（SNA ベース)。 

（注２）備考欄は、各経費の削減額に相当する国の一般歳出の主な経費の伸び率（対前年度比名目年率）等及び地方単独事業（地財計画ベース）の

名目での削減率を示す。 

２０１１年度 ２０１１年度   

  
２００６年度 

自然体 改革後の姿 
削減額 備    考 

社会保障 31.1 兆円 39.9 兆円 38.3 兆円程度 ▲1.6 兆円程度  

人件費 30.1 兆円 35.0 兆円 32.4 兆円程度 ▲2.6 兆円程度  

公共投資 18.8 兆円 21.7 兆円 16.1～17.8 兆円程度 ▲5.6～▲3.9 兆円程度
公共事業関係費 ▲３％～▲１％ 

地方単独事業（投資的経費） ▲３％～▲１％ 

その他分野 27.3 兆円 31.6 兆円 27.1～28.3 兆円程度 ▲4.5～▲3.3 兆円程度

科学技術振興費 ＋1.1％～経済成長の範囲内 

ODA ▲４％～▲２％ 

 

合計 107.3 兆円 128.2 兆円 113.9～116.8 兆円程度 ▲14.3～▲11.4 兆円程度  

  要対応額 ： 16.5 兆円程度      


