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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 11月 26日（月） 17:30～18:37 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫   内閣総理大臣 

議員    町 村   信 孝   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     増 田   寛 也   総務大臣 

同     額 賀  福志郎   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  冬 柴   鐵 三   国土交通大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）公共投資改革について 

（２）平成 20年度予算編成の基本方針（案）について 

（３）政策評価について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○地方再生に向けた冬柴プラン（冬柴臨時議員提出資料） 

○道路の中期計画（素案）（冬柴臨時議員提出資料） 

○公共投資改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○平成 20年度予算編成の基本方針（案） 

○平成 20年度予算の基本的考え方について（有識者議員提出資料） 

○平成 20年度予算の編成等に関する建議のポイント（額賀議員提出資料） 

○政策評価の重要対象分野の選定等についての意見（増田議員提出資料） 
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（配布資料） 

○地方再生に向けた冬柴プラン（参考資料）（冬柴臨時議員提出資料） 

○道路の中期計画（素案）（本体）（冬柴臨時議員提出資料） 

○航空自由化工程表について（参考資料）（冬柴臨時議員提出資料） 

○平成 20年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会） 

○政策評価の重要対象分野の選定等についての意見（参考資料）（増田議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○ 議事の紹介 

（大田議員） ただいまから、今年第 28回目の「経済財政諮問会議」を開催いたしま

す。 

（報道関係者退室） 

○公共投資改革について 

（大田議員） 今日の議題ですが、初めに冬柴大臣に御参加いただいて「（１）公共投

資改革について」、次に「（２）平成 20年度予算編成の基本方針（案）について」

を御審議いただき、最後に「（３）政策評価について」を御審議いただく予定です。 

 まず「（１）公共投資改革について」です。冬柴大臣に地域再生、公共投資、道

路中期計画という３つのテーマをお願いしているんですけれども、時間が限られ

ておりますので、恐縮ですが 10分で御説明いただければと思います。よろしくお

願いします。 

（冬柴臨時議員） まず、資料「地方再生に向けた冬柴プラン」の１ページ目をお開

きいただきたい。地方と都市がともに支え合う「共生」の考え方に基づく地方再

生には、経済のグローバル化、人口減少・高齢化社会の到来等、我が国が歴史的

な展開を迎えていることを踏まえ、アジアの成長力を積極的に取り込んだり、都

市機能や産業機能の集積を図ることにより、多様な広域ブロックが自立的に発展

するよう、各ブロックのさまざまな地域が交流・連携しながら発展していく姿を

目指す必要がある。 

 現在策定作業を進め、近いうちに経済財政諮問会議に御報告する国土形成計画

においても、広域ブロックを単位とする地方、例えば東北であれば東北地方に新

潟県を加えた７県を１つのブロックとしているが、その有する資源を最大限に活

かして地域戦略を描き、自立的に発展する国土構造へ転換を目指していく。県域

を越えて、広域的なエリアで考えていくということ。特に、全国計画を受けて策

定する統一地方計画では、国、地方公共団体、地元経済界等の関係者が対等な立

場で連携・協力しながら地域独自の戦略や施策を立案していく。 

 国土交通省としては、「選択と集中」により、地域の意欲と民間の創意を最大限

に活かして、地域の実情に応じた実効性のある施策を重点的に推進していきたい。 

 なお、広域地方計画が策定されるのは来年度である。国、地方公共団体、地元

経済界等で進められているプレ協議会の議論を前提に、地方再生に向けた取組を
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していきたい。 

 ２ページ目、「企業立地を呼び込む広域的な連携基盤への集中投資」について。

２つの事例を挙げている。１つは北九州空港。空港の造成により、総貨物量が 90

トンから 4,869 トンへと大きな伸びを示している。もう１つは大分県の中津港。

港湾整備により自動車製造工場等が多数出現し、民間投資額は 1,015 億円、雇用

創出は 5,300 人。地方で人手不足になるほどだが、こうしたことを念頭に置きな

がら、集中して投資をしていきたい。 

 「広域的な地域連携による歴史、文化等を活かした国土づくりと観光立国の推

進」について。2010年は西暦 710年の平城遷都からちょうど 1,300年に当たる。

サンクトペテルブルク建都 300年だった５年ほど前に 50か国の国家元首が集まっ

たことがあるが、平城遷都はそれより 1,000 年前。まだ総理に直接お願いに上が

っていないが、国家的な取組をしなければならないと思っている。これは単に奈

良県の問題ではなく、近畿の２府４県、もっと広く周辺地域も巻き込んだもので

なければならない。近畿は人口はオランダを超え、ＧＤＰは韓国を超えている。

そこに世界遺産が５つある。地域の自立性を活かしながら、観光資源をそのエリ

ア全体で活かしていくということである。 

 ３ページ目、「まちに賑わいを取り戻すコンパクトシティの実現」について。富

山市の取組は成功した事例。青森市も周辺に住む独居のお年寄りを市中に集めて

マンションに住んでいただき、その下に市場や医療施設をつくり、郊外でお年寄

りが住んでいた広い家は市が借り上げて子育て中の夫婦に貸す、という取組を行

っている。中心市街が歩いて暮らせるまちづくり、お年寄りも自分の足で歩いて

生活できるということで、我々も支援していきたい。 

 「日々のくらしの『安心』」の「条件不利地域等における生活者の視点に立った

暮らしやすい地域の形成」について。限界集落と言われるところもあるが、いわ

ゆる「命を守る」道路の整備をはじめ、生活者の視点に立った取組を推進してい

きたい。 

 また「福祉施設との連携による住生活の安定の確保」も進めている。例えば公

営住宅等の建替の際、今まで低かった建物を高くする。そうすると空き地ができ

る。そこへデイサービスや子育てを支援する保育所をつくる。国土交通省はすで

にそうしたものをたくさんつくっており、皆様に大変好評を受けている。 

 「くらしの『安心』を支える防災・減災対策の推進」について。今年も梅雨前

線の発達で大きな水害が出たり、能登半島地震や中越沖地震等の地震があったが、

そういう被害を見るにつけ、総理も言われるとおり、やはり減災、あるいは災害

を受けても亡くなる方が無いよう、我々としては頑張っていきたい。 

 その前に「200年住宅」ということもある。これは我々個人の生活を快適で豊か

なものにするには、「住」が非常に大事である。すぐれて個人資産であるが、その

外見は町を構成し、社会資本でもある。今までのように 30 年か 35 年で建てては

つぶすのは資源の無駄使いであり、「200年住宅」を推進していきたい。これには

色々な課題があるが今日は省略する。 
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 ４ページ目、「公共事業改革の推進について」。次期「社会資本整備重点計画」

については、平成 20 年度の閣議決定を予定している。これに合わせて、「活力」

の重視、維持管理や更新の重視、事業の更なる重点化、国民に対する計画のわか

りやすさの向上等に取り組んでいきたい。 

 事業評価、コスト構造改革及び入札契約制度改革については、５月８日の経済

財政諮問会議でも御報告したが、その取組を鋭意進めているところである。例え

ば５ページ目にあるとおり、一般競争方式の拡大については、平成 20年度には金

額ベースで約９割が一般競争方式となり、また総合評価方式の拡充については、

本年８月までの速報値では本年度の目標値である９割を上回るペースで実施する

など、着実に実行している。 

 次に道路の中期計画について御報告する。資料「道路の中期計画（素案）」の１

ページ目。暫定税率を維持し、納税者に十分説明し、理解を得ながら、具体策を

作れということで、昨年 12 月、「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議

決定された。 

 これに対し、地方のニーズに対応しつつ平成 19年中に中期計画を作成すること

となっており、４月から７月までの間に第１回問いかけを実施し、８月 24日に結

果を取りまとめた。意見は国民から 10 万 1,314 件、全首長一人残らず 1,874 人、

有識者 2,928 人からいただいた。それで道路を整備すべきとの意見であった。た

だし、抱える問題はその地域によって大きく異なることも分かった。それに基づ

き素案を作成し、11月 13日に第２回問いかけ結果を取りまとめた。国民から 5,015

件、首長から 1,180 人、有識者 950 人から意見をいただいてまとめたのがこの中

期計画である。道路整備の状況に応じ、地域によって求める施策が異なることが

明らかになり、それを踏まえて作成した。 

 計画期間は、国民の視点に立ったわかりやすい成果を提示することが重要であ

るとともに、道路事業は 10年の期間で行われることが常なので、最終的な姿を表

すものがいいということから、平成 20年度から 29年度までの 10年間とした。 

 取り組む政策課題は、「国際競争力の確保」、「地域の自立と活力の強化」、「安全・

安心の確保」、「環境の保全と豊かな生活環境の創造」の 4 つの柱と、それぞれの

柱に位置づけられた渋滞対策、開かずの踏み切り対策、あるいは学童の通学の安

全対策など、16の政策課題。さらにそれらに資する「既存高速道路の有効活用」

としている。各政策課題について、目標と重点方針、その達成に必要な事業量を

明示した。 

 ２ページ目。素案の大きな特徴として、効率かつ効果的な道路整備の実施のた

め、初めて重点化する過程を明確にした重点方針を作成し、選択と集中を徹底し

た。例えば通学路の歩道整備を見ると、全国 120万キロの道路のうち通学路は 19

万キロ。そのうち 40 人以上の児童が利用するのは 11 万キロ。その中でも歩道と

車道の区別がない４万 4,000 キロについて、当面重点的、早急に対処することに

している。 

事業量は、これらを踏まえ、目標を達成するために必要な総額として 10年間で
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65兆円。このほか道路整備とは別に、道路関連施策として３兆円以上を想定して

いる。 

 高規格幹線道路の問題について、素案の参考とすべく、民営化時と同様の手法

を用いて、民営化時に評価を行わず、今年度中に供用できない区間の約 2,900 キ

ロメートルを総点検した。その結果、中期計画の中の 130 ページ以降に細かく記

載しているが、B/C（費用対効果）が原則 1.2以上にしているが、悪くても１以上

であることを確認した。 

 このような点検結果を踏まえ、地域の意見も聞きながら、具体的な計画内容を

固め、基幹ネットワークを形成するための効率的な整備を早急に推進していく予

定である。素案は真に必要な道路整備を進めるために、政策課題ごとに必要額を

厳選して積み上げ、今後の道路整備の姿を示したものある。今後は素案に寄せら

れる意見を踏まえ、関係機関と調整を進め、年内の計画作成に努めたい。 

（大田議員） ありがとうございました。 

 それでは、民間議員からお願いいたします。 

（八代議員） 「公共投資改革に向けて」という民間議員資料を御説明する。 

 その前に一言、「地方再生に向けた冬柴プラン」の４ページ目で言及があった「社

会資本整備重点計画（『重点計画』）」、「国土形成計画」について、我々は国土交通

省からまだ詳しい説明を受けていないので、別途時間をいただいて議論させてい

ただきたい。 

 公共投資については、平成 20年度概算要求基準、昨年の道路特定財源の見直し

に関する閣議決定に基づき、「やるべき改革をしっかりと堅持する」という観点か

ら、平成 20年度予算でその内容を具体化する必要がある。 

 「１．道路の中期計画について」。今回の中期計画は、道路財源の総額を前提と

した計画となっているが、「なぜ財政がこれほど厳しく、まして今後人口減少が急

速に進む我が国で、これらの道路の整備がすべて必要なのか」という国民への明

確な説明が必要である 

 道路中期計画の期間は 10年であっても、それを使う世代の人口が今後減少する

ことを考えれば、高齢化のピーク時の 2050年ごろを見通さなければならないので

はないか。計画期間中でも必要な道路だけに限定するため、着工前に改めて費用

便益分析を実施することが重要である。その際、現在の需要予測は 1999年の道路

交通センサス等を基礎にして行われているが、地域によっては、その後さらに人

口減少、少子高齢化が進展している場合もあるので、それらを反映させた直近デ

ータを用い、重点化・効率化に努めるべきである。 

 民間議員資料の一番最後の頁に、本州四国連絡橋の需要予測の数字が出ている

が、現実の交通量と比べ、事前の見通しは著しく過大なものになっている。前回

いただいた国土交通省の資料でも、例えばニュージーランドの事業実施の可否基

準は日本と変わらず B/C が１以上だが、結果として、実施された事業の B/C は特

定分野で非常に高く、例えば４以上になっている。日本でも実際には 1.2 とのこ

とだが、かなりぎりぎりの B/C である場合が多いのではないか。貴重な予算なの
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で、より高い水準のものを求める必要がある。また、高規格幹線道路は、いずれ

も２車線か４車線かということであるが、例えば交通量がそれほど多くない区間

であれば、フランスのように交互に追い越し車線を持つ３車線道路ということも

現実的な提案ではないか。そういう視点も是非織り込んでいただきたい。 

 最後に、道路完成後にも現実の費用と需要に基づき、当初の見積もりに誤りが

なかったか、事後的な監視が機能するようにすべきである。 

 「２．道路財源について」。昨年 12 月の閣議決定どおり、税収の全額を毎年度

の予算で道路整備に充てることを義務づけている現在の仕組みは改めることとし、

平成 20 年の通常国会において所要の法改正を行う必要がある。また、平成 20 年

度予算でも、最大限の一般財源を確保すべきである。厳しい財源事情の下、環境

面への影響にも配慮し、現行の税率水準を維持すべきである。 

 閣議決定に基づく具体策について、国土交通省は毎年、取組状況を経済財政諮

問会議に報告していただきたい。その際、これまでの道路計画の優先順位の決定

では、どちらかと言えば副次的な役割しか与えられなかった地域経済に与える外

部経済効果を、最重点項目として位置づける必要があるのではないか。 

 「３．平成 20年度予算における公共投資関係費について」。20年度予算におい

ては、引き続き、メリハリのある歳出削減を継続すべきである。今年の概算要求

基準を踏まえ、公共投資は、国、地方ともに名目対前年度比▲３％の削減を行う

べきである。 

 「４．コスト縮減計画ついて」。平成 19 年度で終了する公共事業コスト構造改

革プログラムにつぐ新プログラムについて、以下の点を踏まえ、年内に方針を策

定すべきである。直近のデータでこれまでの縮減目標の達成状況を公表する。現

在取り組んでいる入札改革、随意契約の見直し等を反映したプログラムとする。

これまでのコスト縮減努力を継続するとの考え方で、年平均３％程度のコスト縮

減を目指す。 

 最後に「５．入札改革について」。本年５月、一般入札の適用範囲の大幅な拡大

に向け、民間議員から提案を行ったところであるが、平成 20年度から予定してい

る一般競争入札適用範囲は 6,000 万円以上の工事という金額の水準を、その後も

段階的に引き下げていくべきである。 

 以上のように、公共事業の実施にあたっての優先度については、何よりもこれ

からは人口減少社会であることを十分に認識する必要がある。直近の事情を踏ま

えた上で、全国規模で、道路中期計画に書いてある「選択と集中」が一番大事で

ある。厳しい姿勢で臨み、真に意義のある公共事業の整備に努めていただき、そ

の取組を経済財政諮問会議に御報告いただきたい。 

（大田議員） それでは、自由討議をお願いいたします。 

 伊藤議員、丹羽議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 八代議員からも説明のあった本州四国連絡橋について。費用便益分析

が、中間評価という形で 2000年 12月に行われているが、B/Cが 1.7であった。こ

れをどう見るかという問題で、1.7あったから３本架けたのは成功だったと評価す
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るのか、それとも、どう見ても本州四国連絡橋については、多額の税金を投入す

るなど無駄が多かった。それなのに 1.7 という数字が出てくるのはおかしいので

はないか。むしろ費用便益分析の計算方法に問題があるのではないか、という見

方もあると思う。多額の税金が投入される路線について、本当に費用便益分析が

適切に行われているのか。その計算方法について、一度、詳しく議論させていた

だきたい。1.7という数字は、ちょっと違和感がある。 

（冬柴臨時議員） いいですか。どうしますか。 

（大田議員） 最後にまとめてお答えいただきましょうか。 

（冬柴臨時議員） わかりました。 

（大田議員） それでは、丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） まず、平成 20年度予算で歳出削減を緩めるということは、改革努力を

水泡に帰する可能性があるので、絶対にないようにお願いしたい。まさに蟻の一

穴で、全体の歳出・歳入一体改革が瓦解するおそれがあるほど、道路関係は重要

な部分だと思う。したがって、是非厳守ということでお願いしたい。 

 入札改革について。落札価格を予定価格で割ると落札率が算出されるが、2000

年度に比べ低下しており、今回は様々な努力で大体予算比 12～15％価格が安い。

要するにコストが削減できているという結果が出ている。2007年度に入ってから

も、月を追うごとに少しずつ改善されていると聞く。したがって、入札改革が公

共投資改革のドライビングフォースであり、6,000万円以上についてということが

出ているが、完全に入札にするようにもっていくべき。現実に７年間で、予定価

格よりも十数％低く出て、コスト削減がされているわけであるから、これからは

数値目標も入れて、是非入札の完全一般競争入札化という方向で御検討いただき

たい。 

 もう一点。今回の御説明には関係ないかもしれないが、建設業者の倒産が増加

していることを大変気にしている。特に地域の建設業者。我々は地域の再生も考

えているが、特に奈良、福島、栃木などで建設業者の倒産が増えており、東京商

工リサーチでは、４年ぶりに 4,000 件を突破すると言っている。大きな要因とし

て、今年の夏の建築基準法改正があり、建築士法の改正、特定住宅瑕疵担保責任

履行確保法といったものがこれから施行される。理解不足から、民間工事へ悪影

響が出ることを気にしている。民間の工事が減少しないように、是非この辺も御

配慮いただきたい。特に地方の建築業者の倒産あるいは非常に苦境に陥っている

ということが、例の建築法の改正から話題になっている。やや底を打ったかもし

れないが、依然として、昨年に比べるとかなりの比率で落ちている。政府として

も、もう少しその辺に配慮しなければいけないという問題が出てくる可能性もあ

るので、法の執行について、十分な配慮をお願いしたい。 

（大田議員） ほかに御意見はいかがでしょうか。額賀議員、どうぞ。 

（額賀議員） 道路の中期計画の素案について、財務省としては、重点化・効率化を

行っていくために、きちっと精査をしていきたいと思っている。閣議決定もあり、

厳しい財政事情や環境面など、様々なことを考え、税率は維持していきたいと思
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っている。いずれにしても、最終的には冬柴臨時議員とよく相談して、政府・与

党の合意形成を図っていくように努力をしたい。 

（大田議員） 甘利議員、どうぞ。 

（甘利議員） 道路特定財源問題については、当然閣議決定の枠組みの中で決着を図

るが、利用者に還元するという考え方を基本として、国民・納税者の理解が得ら

れるよう、問題の解決を図っていくべきであろう。 

（大田議員） それでは、冬柴臨時議員からお願いします。 

（冬柴臨時議員） 「道路の中期計画について、道路財源の総額を前提とした計画に

なっている。なぜ、財政の厳しい状況で、これらの道路の整備が必要なのか。」と

いう点に関し、私は国土交通大臣を拝命して１年余りが経ったが、毎日のように

陳情がある。大変な署名も持って来られるし、御婦人がはっぴを着て来る。高校

生が作文をつくって持って来たりもする。地方では、道路に対し、中央で考えて

いる以上にすごいニーズがある。 

 先ほど細かい数字を挙げたが、我々は多くの地方の方々の御意見を伺いながら、

本当に必要だという思いでこの整備計画をつくっているので、自信を持って、国

民に御納得をいただける、読んでいただければよくわかっていただけると思って

いる。 

 「計画期間 10年の中でも必要な道路だけに限定するため、着工前に改めて費用

便益分析を実施することが重要」という意見は、おっしゃるとおり。これは平成

10年以降きちんと実施している。着工前にするとともに、５年ごとにその必要性

の有無についてもやっており、これまでに 29件中止したものがある。決して、最

初につくったら、そのままずっといくということではない。すべての道路事業に

おいて必要性を総合的に判断し、その結果を公表している。今まで 1,342 件を判

定して報告しているが、平成 10年からすべての道路事業において、事業採択後の

適切な時期、大体５年をめどにしているが、必要性等を厳しく見直し、事業の継

続が適当と認められない場合は、事業を中止し、その結果を公表している。累計

2,782件のうち、中止したものが 29件、見直したものが 41件ある。平成 18年は

見直しが３件ある。ずっと評価をしなければいけないということでやっている。

その際、「1999年の道路交通センサス等を基礎とした現在の需要予測を見直し、地

域ごとのさらなる人口減少、少子高齢化の進展状況等を反映させた直近データを

用いて、重点化・効率化に努めるべき」という御意見も、そのとおりだと思う。

道路センサスでは、日本を 6,000×6,000に分割して、起点はどこで、終点はどこ

かということを逐一分析してやっており、分析に約３年を要する。このため、中

期計画をつくるときの最新のデータは、1999年の道路センサスとなっている。 

 しかし、具体的にこれを着工するという段階では、そのときにおける最新のデ

ータも見ている。先生方がおっしゃるように、人口やＧＤＰの動向は非常に大き

く影響するため、そういうものを見ながら、個別具体的に、このままでやるわけ

ではなく、もう一度その時点で判断することとしている。 

 「完成後にも現実の費用と需要に基づき、当初の見積りに誤りがなかったか、
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事後的な監視が機能するようにすべき」という御指摘もまさにそうで、これにつ

いても、平成 15年度以降は、事業完了後に事業効果、環境への影響等の確認を行

い、必要に応じて適切な改善措置を行うほか、事後評価の結果をほかの事業にも

反映させるということで、累計 121件につき事後評価を行っている。 

 本州四国連絡橋についての御指摘は、これは本当に申し訳ない話で、予測が大

きく狂っている。最近はこの反省に立って、厳重にチェックをするということで、

ずっとやっている。B/Cが 1.7という御指摘があったが、平成 15年度に一般会計

に１兆 3,400 億円を承継した。それ以降のところは予測値と実績交通量がぴった

り一致ないし予測値よりも多い。そういうことを反省して、こういうふうにやっ

ている。 

 道路財源については、閣議決定どおりにやる。平成 20年の通常国会には、所要

の法改正も約束どおりやらせていただく。また、「20年度予算でも、最大限一般財

源を確保すべきである」とおっしゃったが、これは予算編成時に財務大臣とよく

協議をして、決定すべきことであると思う。「厳しい財政事情の下、環境面への影

響にも配慮し、現行の税率水準を維持すべき」。これも税率水準を維持しなさいと

いうのが閣議決定なので、そのとおりにさせていただきたい。「取組状況を毎年、

経済財政諮問会議に報告すべきである」ということは、前向きに検討させていた

だく。 

 「20年度予算における公共投資関係については、引き続き、メリハリのある歳

出削減を続行すべきと考える。今年の概算要求基準を踏まえ、公共投資は国、地

方ともに名目対前年度比▲３％の削減を行うべきである」ということだが、３％

削減とするかどうかは、財務大臣と協議して決めさせていただくが、削減を行う

という方向で、誠意を持って取り組ませていただきたい。 

 コストについて、「平成 19 年度で終了する公共事業コストの構造改革プログラ

ムにつぐ新プログラムについて、以下の点を踏まえ、年内に方針を策定すべきで

ある」という点については、年内に方針を策定し、年度内に決定するということ

で進めさせていただきたい。「直近のデータでこれまでの縮減目標の達成状況を公

表する」ということは、当然のこと。「現在取り組んでいる入札改革、随意契約の

見直し等を反映したプログラムとする」ということも、そのとおり。「これまでの

コスト削減努力を継続するとの考え方で、年平均３％程度のコスト縮減を目指す」

べきという点については、我々が平成 15年に策定した公共事業コスト構造改革プ

ログラムでは、平成 15～19年度の５年間で 15％削減するという約束をしたが、平

成 17年度までの３年間で 9.9％の縮減を達成している。しかし、コスト縮減は、

これまでのさまざまな取組が普及し、新たな工夫の余地が少なくなってきており、

近年はその伸びが鈍化しつつある。新たなプログラム策定に当たっては、落橋と

いう問題もあったが、老朽化した社会資本のメンテナンス等を伴う維持管理費や

更新費の増大など、新たな課題への対応や、民間企業の技術力を活用する多様な

公共調達手法の採用拡大など、取組の充実を図り、これまでのプログラムにおけ

るコスト縮減の達成状況も踏まえ、推進目標を設定した計画を策定したいと考え
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ている。 

 入札改革について、一般競争入札の適用範囲を6,000万円以上と決めているが、

これももっと下げるべきではないかという議論について。我々は、平成 15年度は

御案内のとおり７億 2,000万円以上としていたが、18年度は急激に２億円以上、

19年度は１億円以上と下げてきた。そして 20年度は、6,000万円以上ということ

にしたが、金額ベースでは 6,000 万円未満の工事を累計しても全体から見れば１

割だが、件数ベースでは５割ある。それらについて指名競争入札から一般競争入

札に変えると、入札公告の作成、競争参加資格の確認、技術提案の評価といった

手続が必要となってきて、契約までおおむね１か月間以上、手続期間を延長する

必要がある。一般競争入札の対象を全体に拡大するということになると行政コス

トが莫大になってしまう。職員も今、徹夜のような状態でやっている。6,000万円

以上という適用範囲は高いではないかというおしかりもあるかもしれないが、契

約締結数からいけば細かいものばかりが５割を占める。行政経費が増えるという

こともお考えいただきたい。 

 丹羽議員が指摘された、建設業が地方で倒産しているという話について。甘利

議員にもお願いして、政府系金融で、例えば中小企業金融公庫等の、大体２億 4,000

千万円の融資枠を４億 8,000 万円に増やしていただき、本来は５年で返していた

ものを７年まで延ばしたり、金利も特別安くしたり、担保のない人にも、金利は

少し上乗せするけれども、貸していただくなど、きめ細かくやっていただいてい

る。随分申込みもあり、融資も実行している。建築の滞りについては、今月末に

でも 10月分が発表されるが、回復しているということは確実だと思う。もうしば

らく辛抱してほしい。耐震偽装問題が起こったら、買った人たちの二重ローンは

本当に大変な話。何としても改革はやり抜かなければならないと思っているので、

御理解をいただきたい。 

（大田議員） ありがとうございました。 

 20年度予算の公共投資でも、これまでの歳出改革を堅持していくということで

は、意見が一致した。今日の議論を踏まえ、予算の取りまとめに向け、関係大臣

で御尽力いただきたい。 

 中期の道路計画についても、着工時、着工後あるいは完成後も費用便益分析を

しっかりとチェックしていく。費用便益分析の在り方については、今後とも機会

を見て議論させていただきたい。道路財源は、閣議決定に従って、取組を着実に

進めるという点で一致した。今後、この取組については、また折を見て経済財政

諮問会議に御議論の機会をいただきたいし、国土形成計画、コスト縮減計画、入

札改革についても、折りを見てまた議論をさせていただきたい。 

 冬柴臨時議員から、「航空自由化工程表について」が配布されているが、時間が

足りないので、ご覧いただき、アジア・ゲートウェイ構想の今後の議論というこ

とで、改めて議論の機会を持たせていただきたい。 

（冬柴臨時議員） アジア・ゲートウェイ構想で決められたこと、有識者議員が言っ

ておられたことは、ほとんど前倒しで実行している。今も一生懸命やっている。
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お読みいただきたい。 

（大田議員） では、議長からお願いいたします。 

（福田議長） 一生懸命取り組んでいただいて、本当にありがとうございます。 

 歳出改革に聖域はない。その上で、地域の実情に配慮し、メリハリのある公共

投資にするというのが内閣の基本方針であるので、よろしくお願いしたい。その

際に、無駄の徹底排除、入札改革、随意契約の改革ということも、大胆に進めて

いただきたい。 

 道路特定財源の話は今、大田議員からもあったが、閣議決定どおりということ

だが、道路の中期計画についても、徹底した重点化、効率化を行い、事業量の精

査もしていただき、納税者の納得を得られるような使途についても議論を詰めて

いただきたい。そういうことについて、官房長官、財務大臣、国土交通大臣を中

心にして、与党ともよく協議をして、早急に国民の理解が得られるような成案を

つくっていただきたい。 

（大田議員） 今日はどうもたくさんのテーマでありがとうございました。 

（冬柴臨時議員） 早口で申し訳ございませんでした。また誠心誠意やってまいりま

す。どうもありがとうございました。 

 

（冬柴臨時議員退室） 

 

（大田議員） それでは、平成 20年度予算編成の基本方針について御審議いただきま

す。お手元に「平成 20 年度予算編成の基本方針（案）」をお示ししておりますの

で、内閣府の事務方から御説明を申し上げます。 

 

○平成 20年度予算編成の基本方針（案）について 

（藤岡内閣府政策統括官） 「平成 20 年度予算編成の基本方針（案）」について、御

説明申し上げる。 

 第Ⅰ章「安定した経済成長と改革の推進」。冒頭、経済の見通しを踏まえ、「成

長力強化」として、経済成長を持続させ、生活の質を高くしていくため、成長力

強化に取り組むとしている。 

 次に、「地方の自立と再生」として、今週中に予定される地域活性化統合本部会

合における取りまとめに基づく施策―下から２行目に「（Ｐ）」とあるが、ここに

とりまとめの名称が入る―や地域力再生機構の創設の推進、地方分権の推進、道

州制の検討等を記述している。 

 ２ページ、「２ 将来を見据えた改革の推進」として、まず「歳出・歳入一体改

革の推進」。平成 23 年度には、国と地方の基礎的財政収支の黒字化を確実に達成

するなど、歳出・歳入一体改革をさらに進めるとともに、社会保障と税について

一体的に改革するため、引き続き議論を行う。「改革の続行」として、行政改革を

強力に推進し、21世紀にふさわしい簡素で効率的な政府をつくり上げること等を

記述している。 
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 ３ページ、第Ⅱ章は「平成 20 年度予算の基本的考え方」。まず「歳出改革の推

進」として、歳出全般にわたって「基本方針 2006」及び「基本方針 2007」にのっ

とり、最大限の削減を行うとともに、若者が明日に希望を持ち、お年寄りが安心

できる「希望と安心」の国の実現のため、予算の重点化・効率化を行うこと等を

記述している。 

 ４ページ、「各分野における歳出改革」について。第１に「公共投資」では、都

市と地方の「自立と共生」の考え方を踏まえつつ、事業のメリハリ付けを行うと

ともに、コスト縮減や入札改革を進め、重点化・効率化を図る。また、地域間の

予算配分は整備状況や必要性を踏まえて弾力的に行う。第２に、「社会保障」では、

勤務医対策や地域医療の確保等、サービスの質の維持・向上を図りつつ、診療報

酬・薬価等の見直しや、後発医薬品の普及促進等を行うことをはじめ、所要の措

置を講ずること。５ページ、第３に「地方財政」では、人件費、投資的経費、一

般行政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図るとともに、安定的な財政運営に

必要となる一般財源の総額を確保する。地方間の税源の偏在是正について、具体

策を策定し、その格差の縮小を目指すこと等を記述している。 

 「税制改革」について。歳出改革等を実施した上で、それでも対応しきれない

社会保障や少子化などに伴う負担増については、安定的な財源を確保し、将来世

代への負担の先送りを行わないようにする。今後、国民的な合意を目指して、消

費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組むこと等を記述している。

「予算制度改革」では、予算書・決算書の表示科目の単位と政策評価の単位とを

原則として対応させ、政策評価と予算・決算との連携強化をさらに進めること等

を記述している。 

 ６ページの「Ⅲ 『希望と安心』の国に向けた予算の重点化・効率化」では「希

望と安心」の国を実現する観点から「１ 活力ある経済社会の実現」で「成長力

強化に向けた取組」として、「①人材と中小企業という経済の基礎力を高めるため

の戦略」、「②生産性水準が低いサービス産業等の革新や地域経済建て直しのため

の戦略」、「③成長分野を伸ばし、創造力を高める戦略」を記述している。 

 ７ページの「グローバル化の推進」では「アジア・ゲートウェイ構想」の具体

化、観光立国の推進、金融・資本市場の競争力強化、総合的な外交力の強化。ま

た「誰もが能力を発揮して働ける環境づくり」では、フリーターの常用雇用化、

ニート等の若者を対象とした、職業的自立に向けた支援の拡充、非正規労働者と

正規労働者の処遇の均衡等を記述している。 

 ７ページ下段「２ 地方の自立と再生」では、「地方再生」として、地域活性化

統合本部会合での取りまとめに基づき、地域の創意工夫や発想に基づく自由な取

組の立ち上げを包括的に支援すること、地方の自主的・主体的な活性化施策に必

要な地方交付税の特別枠を確保し、重点的に配分すること等を記述している。８

ページで「中小企業の生産性向上」として、中小企業が景気回復の恩恵を受けら

れるよう、下請取引の適正化や事業承継の円滑化、中小企業の生産性向上に向け

た取組などについて、強力に推進するとしている。「活力ある農林水産業」として、
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高齢者や小規模農家も安心して農業に取り組める環境を目指すとともに、抜本的

な農地改革を順次具体化すること等を記述している。 

 ８ページ下段「３ 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」では、「信頼で

き持続する社会保障制度の整備」、「次世代のための環境づくり」、「地球環境と両

立する社会への転換」、「生活における安全・安心の確保」、「多様なライフスタイ

ルを支える環境整備」について「基本方針 2007」などを踏まえた平成 20年度予算

の重点項目についてまとめている。年金記録問題への着実な取組、医師不足の解

消策、救急医療の充実を始めとして、教育再生、少子化対策、地球環境問題、食

の安全、治安、防災、資源・エネルギー、文化、スポーツなど、幅広い内容が含

まれている。 

（大田議員） それでは、民間議員から、その後、額賀議員から御説明をお願いしま

す。少々時間が押しておりますので、できればコンパクトにお願いいたします。 

（御手洗議員） 民間議員資料「平成 20年度予算の基本的考え方について」ついて説

明する。 

 平成 20年度の予算は、福田内閣として初めての予算となる。改めて申し上げる

までもなく「経済成長」と「財政再建」は福田内閣の政策を推し進める車の両輪

である。日本の政策に対する内外の信認にも関わることであり、歳出・歳入一体

改革をここでストップさせるわけにはいかない。経済財政諮問会議でこの夏とり

まとめた「平成 20年度予算の全体像」に従って、メリハリがあり、かつ、全体と

してはこれまでの歳出改革を緩めることのない予算にする必要がある。このため、

以下の提言をする。 

 第１に、歳出増は、将来への負担の先送りに直結し、2011年度の基礎的財政収

支の黒字化にあたって国民負担を増やすことになる。このために、まず平成 20年

度概算要求基準を聖域なく厳守すべきである。また、新たな歳出増には他の経費

の削減で対応するという考えを徹底すべきである。さらに、「事業の仕分け」の議

論でも言及したが、総人件費改革、独立行政法人改革、入札や随意契約の改革、

政策評価など、予算の効率化に向けた取組みを来年度予算に反映し、無駄を徹底

的に排除すべきである。 

 第２に、成長力強化に向けて、予算の重点化を図り、資源配分のメリハリを徹

底する観点から、経済成長や地方の活性化に真に効果のある事業を厳選する必要

がある。そのためには、質の高い予算措置を実現するよう、数値目標を掲げる政

策を増やし、その効果を検証するＰＤＣＡサイクルを確立すべきである。また、

省庁の縦割による予算の無駄を排除するため、省庁の壁を超えた政策連携を重視

しなくてはならない。 

 こうした点をしっかり踏まえた上で、平成20年度予算を作成していただきたい。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 それでは、額賀議員、お願いします。 

（額賀議員） お手元の「平成 20年度予算の編成等に関する建議のポイント」１ペー

ジ目。我が国財政は、主要先進国の中で突出して最悪の水準にあるなど、極めて
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厳しい状況にあること、大胆な財政構造改革の断行に待ったなしで取り組むべき

状況であること、我が国財政の持続可能性を維持していくためには、なお一層の

収支改善努力を早期に行う必要があることなどが指摘されている。 

「２．財政健全化の基本的考え方」として、2011年度までにプライマリーバラ

ンスを黒字化するとの目標を確実に達成するため「基本方針 2006」等において示

された方針に沿って、歳出・歳入一体改革を確実に実施することが必要であるこ

と、さらに、2010年代半ばに向けて債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを確保

することが必要であり、その際、利払い費を含めた財政収支の均衡を目指すこと

により、債務残高をこれ以上増やさない財政構造にしていくという検討を行うべ

きということが提言されているまた、財政再建に向けて、歳出面では、一層の削

減努力を行うとともに、歳入面では、国民共通の課題として、消費税を含む抜本

的な税制改革を実現させるべく取り組んでいく必要があるとの考え方が示されて

いる 

平成 20年度予算は「基本方針 2006」で示された歳出改革を軌道に乗せる上で極

めて重要な予算であり、財政健全化目標の確実な達成に向けて、歳出圧力の高ま

っている社会保障、地方財政を始めとして、最大限の削減を行うべきであると指

摘している。 

このような基本的な考え方の下で、資料の２～３ページ目にそれぞれ、平成 20

年度予算編成に向けた各分野における歳出改革方策がとりまとめられている。 

このほかに、教育分野などの歳出圧力が高まっており、「基本方針 2006」の枠組

みを崩すことなく、この建議の内容も踏まえて、あらゆる分野において歳出改革

を行い、メリハリのきいた予算とするべく取り組むとともに、これまでの財政健

全化の努力を継続していきたい。今後の取りまとめに向けて、以上、私から申し

上げた考え方を可能な限り盛り込んでいただくように、引き続き検討をお願いし

たい。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、簡潔に御意見をお願いします。 

 それでは、八代議員、伊藤議員の順にどうぞ。 

（八代議員） 今、一部のマスコミ等で大規模な補正予算の編成についての報道がな

されているが、補正予算というのは、言うまでもないが、当初予算で対応できな

かった災害等の緊急事態に限定することが大原則だ。平成 19年度中に必要最低限

の施策に限定するとともに、その必要性を国民に明確に説明できるものとする必

要があるのではないか。 

（大田議員） それでは、伊藤議員どうぞ。 

（伊藤議員） 同様に、歳出圧力の高まりというものを非常に心配している。予算の

歳出というのは、ある一点で原理・原則を踏み外すと、すべての分野で増額をと

いうことになるので、全体の規律が崩れてしまうおそれがある。ここは踏ん張り

どころで、概算要求基準や「基本方針 2007」を厳守し、メリハリを徹底して、国

民が真に評価する予算にすることが重要だ。必要とあれば、縦割の排除というこ

とを是非考えていただきたい。福田議長を始め、関係大臣には是非頑張っていた
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だきたい。 

（大田議員） 甘利議員、どうぞ。 

（甘利議員） 基本方針、民間議員資料とも、よいものを示していただいた。夏の概

算要求基準で設けた6,000億円の重点施策推進要望は、量の拡大を図ることなく、

予算の質の改善を行う。すなわち、私が常々申し上げている燃費効率のよい予算

を目指すものである。6,000億円はしっかりと確保して、工夫したものにはプライ

オリティーを高く、予算をしっかり付けることが大事だ。経済成長戦略を推進す

るための施策であるとか、農商工連携、中小企業生産性向上プロジェクト等にし

っかりと取り組みたい。 

（大田議員） 平成 20年度予算については概算要求基準や「基本方針 2007」を遵守し

たメリハリのある予算にするということで皆さんの御意見は一致したと思う。補

正予算について御意見が出たが、現実の話題になれば経済財政諮問会議でも是非

議論させていただきたい。 

 それでは、議長からお願いいたします。 

（福田議長） なかなか厳しい状況の中で予算編成をしなければいけないが、今話が

あったように、概算要求基準、それから「基本方針 2007」をしっかりと守りなが

ら、例外を設けず、その上でメリハリのある予算をつくっていただく。なかなか

難しい編成であり、私も頑張るが、関係大臣におかれましてはどうぞ最大限の御

努力をくださるようお願いしたい。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 

○政策評価について 

（大田議員）最後に、政策評価について増田議員から重要対象分野の御提案がある。 

（増田議員） 簡単に申し上げる。提出資料「政策評価の重要対象分野の選定等につ

いての意見」は、今年の春の「骨太の方針」で決められているが、総務大臣の意

見を受けて経済財政諮問会議が政策評価の重要対象分野を提示するということを

受けたものだ。 

 １ページ目に結論を書いたが、先般の政策評価・独立行政法人評価委員会の答

申を受けて、育児休業制度は厚生労働省、子育て支援サービスは文部科学省と厚

生労働省、ワーク・ライフ・バランスは内閣府と厚生労働省、若年者雇用対策は

多岐にわたるので、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、農地政策は農林水産

省、こうした省庁に評価をお願いしたい。２ページ目に詳細を書いてあるので、

ご覧いただきたい。 

 以上、この重要対象分野について御意見を申し上げたので、この経済財政諮問

会議の方から提示をお願いしたい。 

（大田議員） これについて、丹羽議員どうぞ。 

（丹羽議員） 一言だけ申し上げるが、過去私も政策評価・独立行政法人評価委員会

の委員長をやっていたが、各府省に一任していると、自らの府省の都合のいいテ

ーマだけを政策評価の対象にしてきた。今回は総務大臣から諮問を受け調査審議
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していただいた政独委の方に大変努力をしていただいた。これは、省庁の壁を破

るという意味で画期的なことで、是非、総理の御指示の下でこれを実行していた

だきたい。 

（大田議員） 額賀議員、どうぞ。 

（額賀議員） 今の政策評価については、財務省としても評価結果を活用して予算の

効率化に努めてまいりたいので、増田議員のリーダーシップを期待したい。 

（大田議員） 今日、増田議員から御提示いただいた政策評価の重要対象分野を経済

財政諮問会議としても対象分野として決定するということでよろしいか。 

 

（「はい」と声あり） 

 

（大田議員） 今回の提示を踏まえて政策評価が行われ、それを重要政策の審議に活

用していきたい。額賀議員からは予算編成にも活用していただけるということで

すので、是非よろしくお願いしたい。 

それでは、以上をもちまして今日の経済財政諮問会議を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

（以 上） 


