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平成 14 年第６回経済財政諮問会議議事要旨 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 3 月 8 日(金) 17:40～18:43 
2．場所: 官邸大客間 
3．出席議員 

議長 小泉 純一郎  内閣総理大臣   
議員 福田  康夫 内閣官房長官 
同 竹中 平蔵  経済財政政策担当大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
同 平沼 赳夫 経済産業大臣 
同 速水  優 日本銀行総裁 
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)取締役会長 
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 
 

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 

(1)税制のあり方について 
(2)その他 
 

3．閉会 
 

（配布資料） 
○日本経済社会のあるべき姿と税制改革の理念の検討（有識者議員提出資料） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事が紹介された。 
 
○平成 13 年 10－12 月期四半期ＧＤＰ速報について説明 
（竹中議員） ＧＤＰはマイナス 1.2 ％と３四半期連続の減少となった。民間消費支出

は、プラス 1.9 ％と安定的だったが、民間企業投資がマイナス 12％という大幅な落
込みとなった。マイナス 1.2 ％というのは厳しい数字だが、10－12 月期であり、こ
うした状況を見越して、二度の補正予算を組んでいる。それなりの対応は取れている
と考える。来週、月例の経済報告があるので、最近の状況は少し違った状況も見られ
ており、閣僚の方にはその場で御審議願いたい。 

    税制のあり方についての審議に移りたい。石政府税制調査会会長及び西室地方分権
改革推進会議議長から、お考え等について御発言願いたい。 

 
○税制のあり方について 
（石政府税制調査会会長） 税調での審議を踏まえ、以下の２点を中心に御説明したい。 
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    第１点は、現在の政府税調の活動について。１月 17 日から本格的な審議を始め、
月２回の基礎問題小委員会と総会を１回、つまり月平均３回の議事をこなしている。
基本的なスタンスを固める必要があるので、21 世紀の税制のあり方、税の空洞化、
レーガン、サッチャーから何を学ぶか、を議論しており、もう一回総ざらいして、本
格的な詳細な議論に行く準備をしている。 

    ３月、４月には税のための対話集会、地方公聴会を開催する。３月に千葉と鹿児島
で、本間議員にも御出席いただき、諮問会議と政府税調の合同の地方公聴会を開催す
る。一応、６月を目途に、小泉抜本改革の中での税制抜本改革をまとめたい。５月末
から６月にかけて主要論点を公表し、それを受けて、７月、８月も、税のための対話
集会をできるだけ多くの場所で開催し、秋にはしかるべき案を公表したい。 

    我々税調は、来年９月に任期３年が終わる。そのときに、森前首相から諮問された
21 世紀初頭の税制の望ましいあり方に関して、最終的な中期答申を出す。今、始め
ている議論は、来年９月につながる議論であると理解している。 

    第２点は、より重要な問題だが、現在、税制改革をどういう視点、考え方で、どう
いうことを見込んで議論しているか、について御説明したい。 

    大きな問題が２つある。１つ目は、中長期的な視点。構造改革との関連で税制のあ
り方を考える場合、日本の経済社会の変化に対応した形で、あるいは構造変革を促す
ために、税制をどうするかといった視点である。 

    ２つ目は、短期的にデフレ対策で税制の活用が期待されているが、それに対して税
制をどう持って行ったら良いかという問題である。 

    税調では、１つ目の中長期の視点がメインである。抜本改革の必要性、構造改革と
の関連の議論が主軸になるし、そうあるべきだと思う。 

    そこで、中長期構造変革との関連での抜本税制改革に関する認識だが、基本的には
21 世紀型の税制では、政府介入から市場原理の遵守に移るので、「公平・中立・簡素」
という大原則に従って、税制改革の大きな骨組みの議論をしたい。 

    12 月末位に総理から、「聖域なく、予断なく、予見なく、あり得べき姿を探るべし」
と御下問いただいた。それに沿って、大きな原則を立てつつ、税制の総合的見直しを
したい。 

    税の空洞化現象については、１月 17 日に総理から「痛みを分かち合い、努力する
者が報われる税制が良いだろう」との御指摘をいただいた。本来あるべき税の角度か
らは、課税ベースがこれまでの度重なる減税政策で随分細っており、現行では課税ベ
ースが狭過ぎるのではないか。そういう意味で、課税最低限の問題が出てきている。 

    こういう大きな仕組みの中で、個別の税制についてこれから議論を深めていく。 
    さらに、諮問会議へのお願いだが、政府税調だけでは処理できない問題がある。歳

出面に及ぶ話で、道路特定財源、地方交付税の問題、あるいは今後の少子高齢化の中
での受益と負担の関係で税方式か保険方式かという議論などがある。税調は非常に関
心を持っているが、保険は守備範囲ではないので、議論がなかなか深まらない。歳出
面絡み、あるいは税以外の国民負担については、是非、諮問会議で基本的な方向を示
していただくと良い。 

    今後色んな形で進めていくときの根本は、家族の問題である。つまり、個人単位な
のか世帯単位なのかという所得税の基本的な課税単位の問題である。老後の扶養を考
えたとき、歳出でやる部分と税でやる部分の仕切りも本格的に議論する必要がある。
是非、家族の問題、税の問題、税制のあり方等について御議論いただきたい。以上が、
中長期的な構造的な視点での改革の方向である。 
次に、短期的にデフレ対策として税制はどうあるべきかについて。これは、一部の



 

 3

マスコミ、政界、経済界では要望が大きくなってきている。しかし、幾つかの留意点
があり、我々は基本的に慎重な態度を取っている。１つは、過去、バブルが崩壊して
から 10 年間以上、所得税、法人税を中心に大規模な減税をしてきたが、その効果が
限定的であり、その後遺症が今の財政赤字になっている。そういう教訓を踏まえると、
今、大規模な減税がどれだけできるかということと、同時に、減税財源、特に、赤字
国債となる場合に国債の格付けや国債暴落の危機などの問題を考える必要がある。 

    同時に、短期的に税を使うときの有力な具体策が無いのではないか。例えば、投資
税額控除、贈与税、相続税、あるいは研究開発投資をどうするかという話があり、そ
れなりに具体的に検討したいが、決め手になるものが不足している。 

    経済活性化と税制との関係については、「公平・中立・簡素」という原則を左に置
くなら、右に「活力」が位置する。一般的にはトレードオフの関係にある。「公平・
中立・簡素」は、課税ベースを拡大する方向であり、様々な優遇措置、租税特別措置
などを整理する方向にいかざるを得ない。これに対して、「活力」は、所得控除、税
額控除、あるいは加速度償却を認めて、特定の業界、特定の方々を優遇するというこ
とで、課税ベースが狭くなる。そういう意味で、基本的にはバッティングする。唯一
ある組合せは、課税ベースを広くして、税率を下げるということ。これは、レーガン
の第２期に行われたレーガン税制改革がそうだ。課税ベースを拡大することで「公
平・中立・簡素」は確保され、税率を下げることで民間の「活力」を大いに期待でき
る。我が国でも相続税、所得税、法人税など、まだ一段こういう方向で議論できる可
能性がある。 

    いずれにしても、現在、大規模な減税は考えにくいというのが基本的な立場だ。た
だ、これから対話集会を重ねるので、白紙の状態で国民の声を聞いていきたい。その
過程で、短期的な視点からも、もう少し注意深く、あり得べき有効な手段は何かを探
りつつ議論を深めていきたい。 

（西室地方分権改革推進会議議長） 昨年７月に私どもの会議は任命を受けた。その主な
役割は、国と地方の役割分担に応じた事務事業のあり方、税財源の配分のあり方、地
方行財政改革推進など行政体制の整備、これが審議事項である。 

    現状の審議の進め方だが、国と地方の役割分担において、事務事業のあり方を重点
的に審議し、昨年12 月に中間論点整理を公表し、総理にも御報告した。この作業は、
言わばファクト・ファインディングをやったということ。現在は、週に１～２回、各
省庁からの再ヒアリングや、知事会、市長会、町村会及び経済団体からのヒアリング
を行っている。６月までには、事務事業のあり方について、中間報告を出せると思う。 

    税財源の配分については、経済財政諮問会議や政府税制調査会の税制改革の議論が
どう進むのか、皆目見当が付かない状況だが、私どもの方にお尋ねがある可能性もあ
るので、問題意識を持って事務事業の見直しをやっていく。その中で税財源配分につ
いて、私どもなりの考え方をしっかりと出せるようにしていきたい。 

    税財源配分のあり方について検討するときには、地方分権改革という観点から見る
と、受益と負担の関係を住民が実感できる形にし、地域において主体的な判断が尊重
される、自己決定、自己責任のシステムを作り出せるようにする必要がある。 

    それについては、地方税財源の充実に当たっては、事務配分に応じた地方税財源の
安定的な確保、地方における歳出規模と地方税収の乖離の縮小が大きな課題である。
昨年の片山プランでは、当面、３対２の国税と地方税の割合を、１対１とすることを
目指すという御提案があった。また、地方分権推進委員会の最終報告でも、歳入中立
の下での税源移譲を提言している。しかし、現在の国と地方の巨額の歳出・歳入ギャ
ップを踏まえると、歳入中立の形で税源移譲の検討をする意味について問題を感じて
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いる。歳入中立の下での税源移譲は、結局、補助金、交付税の地方税への振替えにな
り、根本問題である税源そのものの偏在、つまり現状では交付税をもらっていないの
は東京都だけという状況の解決にならない。そういう意味で、現在、集中的にやって
いる事務事業の見直し、国の義務付け、枠付けといったものを全部見直して、地方で
責任を持つ範囲をもっと増やす作業をやっておかないと、税源の問題になかなか手が
付かないと思う。 

    同時に、我々の問題意識は、地方自治体が自立不可能な規模で存在していること。
3,300 という数は明らかに多過ぎる。我々のもう一つの仕事として、合併の推進もお
手伝いしなければいけないと思う。 

    以上、問題点だけお話させていただいた。 
（竹中議員） 有識者議員から、論点メモが出ており、本間議員に説明をお願いする。 
（本間議員） 小泉税制改革を進めるに当たり、これからの経済社会をどう描くかが、国

民を説得するために非常に重要だ。お二方の御議論にも、潜在的にそういう問題があ
った。民間議員としては、税制改革は、構造改革を強力に推し進めることが前提であ
り、タックス・イーターの立場からでなく、タックス・ペイヤー、納税者の立場に立
った税制改革を行うことが、小泉税制改革における必須の要件だと思う。これからの
方向性として、１～６の項目を挙げた。 
  １番目は、国民が自立心ある個人として、多様な価値観、ライフスタイルが共有で
きる税制をどう構築するか。これは 21 世紀型の価値観の共生、あるいは個人の選択
への中立性ということを、どのように考えるかという問題である。多くの人々がチャ
レンジでき、その共通の経費の負担を分かちあえる社会をどのように実現していくか。 

    さらに、これまで紋切り型に「弱者」という言葉が使われていたが、きちんと定義
した上で、税で考慮すべきか、歳出で考慮すべきかを、きちんと仕分ける必要がある。 

    ２番目は、「創意工夫やリスク負担が報われる」。これまで企業が安定的に成長した
こともあり、個人が企業の中にいて創意工夫やリスク負担が行われてきた。しかし、
新たな経済社会状況の中で、必ずしも、個人と企業が１対１に対応しない状況が起こ
って、経済活力をどのように再生するかというときに、国民の能力形成の問題がある。
あるいは、リスクを取れる社会を創っていく必要があり、以下の３点が重要である。 

    起業・創業しやすい社会、再挑戦が可能な社会、そして機動的に市場に参入し、退
出しやすい社会である。 
これまでは旺盛な投資を賄うために、貯蓄が前面に出ていた。あり余る貯蓄を、経

済社会の活性化に対して、どのように有効に使うかということで、金融制度のあり方
も含め、税をどう考えるか。 

    ３番目は、これまで輸出を通じて世界につながってきたが、グローバル化した状況
で、国内から外に投資をし、外から投資が入ってくることが難しい状況が指摘されて
いる。国内に成長分野が育まれる状況を、どのように確立していくか。研究開発等に
よる産業の高付加価値化、国の内外から日本に人材や資本が集積され活躍できる社会
状況、更には地球全体の環境等の整合性が取れる形での循環型経済社会の構築という
点で、どのように活性化をしていくか。 

    ４番目は、これから人口減少のトレンドとなるが、生活の質を維持しながら、世界
のモデルたり得るような制度改革も含め、税、その他の問題をどう考えるか。持続可
能な社会保障制度を確立し、将来に向かって貯蓄過剰の状況、国民が将来へのリスク
を過大に考えていかざるを得ない状況を、どう是正するのか。あるいは、移行期にお
いて、少子・高齢化への対応を、世代間の対立を引き起こさない形で、誘引両立的な
制度を実現していく道筋を示していく。 
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    さらには、家族のあり方の問題と男女共同参画の社会に対して、税が、これまでの
標準家計を前提とした世界からどう改革をしていくのかという問題点がある。 

    ５番目は、官民の役割分担を、新たな時代状況の中で、再定義していく必要がある。
税、社会保険料の問題を併せて、中長期的に頑健な財源基盤、プライマリーバランス
の回復や国民負担の適正な水準を、どこに求めるかということ。その前提として、負
担は今後増えていくだろうことは認めざるを得ないが、それが国民から認められるた
めには、信頼性の高い納税システムを、不公平感なく執行面でも効率的な形で、どの
ように確立していくのかという点がある。 

    最後は、地方が自立し、個性と魅力を持つことが重要なポイントである。国と地方
の役割分担と、地方税財源のあり方、国の役割と地域間の格差など、受益と負担のマ
ッチという点では、地方できちんと意志決定できる枠組みを作っていくことが、重要
な論点になってくる。 

    この６つのポイントは、これまで企業を通じて人が活用されてきたが、個人のレベ
ルに議論の重点を移すこと。「人」を重視する経済社会の実現に向け、小泉税制改革
がどのようにメッセージを与えるかが重要で、一方的に、活力や一部のエリートとい
うことを強調するだけだと誤解されかねない。これまで築いた強みや安心感を生かし
ながら、活力をどのように取り戻すかという視点で、シナリオを描き、税制改革の理
念の構築が今後求められてくるだろうとの趣旨で、このペーパーをまとめた。 

（竹中議員） 石会長と西室議長と皆さん方の御議論が重要であり、議論の往復が増える
形で、御自由に御発言を願いたい。 

（尾辻財務副大臣） 塩川大臣が財務金融委員会中で出席できないため、２点、是非、申
し上げるように言われている。 

    １点目は、国・地方の問題について。市町村合併等による受け皿の整備、国と地方
の役割分担の見直し、地方交付税のあり方の見直し、国・地方を通ずる税制のあり方
など、総合的な地方行財政の改革として取り組むべき課題。したがって、国税のあり
方、地方税のあり方を、整合的に議論する必要がある。何が国税と地方税に馴染むか
根本的に検討する必要がある。その際、地方自治体の執行能力の問題も勘案して議論
していく必要がある。 

    ２点目は、税制の議論を行うに当たっては、国家観や社会観について、どう考える
かという問題があり、家族の問題は重要な要素である。家族基本法の制定が、塩川大
臣の持論だが、未だ実現していない。例えば、親と同居して、扶養や介護をした者と、
親の面倒を見なかった者を、同様に取り扱って良いのかという問題提起である。税制
の具体的な仕組みについての検討に当たり、このような点についての基本的な考え方
を整理することが必要だ。 

（片山議員） 何点か、気付いたことを申し上げたい。税は、国・地方が国民に提供する
公共サービスの原資だ。公共サービスの質・量と、国民の負担である税は、バランス
が取れていなければならず、その点の見直しが必要だ。慢性的に国・地方が財源不足
だが、負担に比べてサービスが過剰ではないか。これをどう考えるかが根本にある。
国民負担というと、すぐ増税という議論になるが、そういう短絡ではなく、国民に提
供する公共サービスと国民負担のバランスを、もう一度考え直す必要がある。 

    次に、今まで税の理念、プリンシプルは、「簡素・公平・中立」だ。これはこれで
正しいのか。中身が時代によって変わるかもしれない。これに「活力」を入れるとい
う考えがあるが、「活力」が安定的な税制に馴染むかという議論もある。21 世紀の税
のあり方、理念ということを、もう一度考える必要がある。 

    具体論では、皆さん言われたが、税の空洞化が税制をおかしくしている。例えば、
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所得税や住民税は４分の１から５分の１の人が払っていない。法人税、法人事業税は
７割の法人が払っていない。憲法の納税の義務からいっても、広く、薄く、少しでも
みんなが負担しないと、税は成り立たない。等しく公共サービスを受け、基本的な税
を７割以上が払ってない税制は、果たして説得力があるのか。広く、薄く、簡素にし
た方が活力にもつながる。今、租税特別措置があって、色んな政策を税制で助長、奨
励、誘導しようとしているが、効果がそれほどあるのか。もう一度洗い直してみて、
空洞化を無くし、その上で課税ベースを広げる。課税ベースを広げることで税率は下
がる、これらを総合的に考えてみるべきではないか。 

   最後に、国と地方の役割分担に立った国・地方の税財源の見直しが必要だが、総理
が言われるように「地方でやれることは地方へ」となれば、地方は今より役割が大き
くなる。税源移譲は、現実の課題として考えないといけない。６対４の国・地方の税
の取り分で、実際の仕事は、地方は 65 くらいやっている。25 が補助金と交付税であ
り、せめて 50 対 50 にして、補助金の割合を減らし、交付税の割合を減らすことが必
要だ。西室議長が言うように、歳入中立なら意味はない。銘柄の付け替えではなく、
地方の取り分全体を大きくして、その中で銘柄自体も変え、自前の地方税のウェート
を高める。まず補助金を減らす。その次は、交付税を減らす。 

（西室地方分権改革推進会議議長） 片山大臣の仰ったことを我々も論議している。地方
が仕事をしている部分をカバーしなければならないが、「地方でできることは地方へ」
ということで移すと、中央政府が小さくなり、地方に大きな政府が多くできる。これ
では本末転倒で、何も変わらない。地方で、実際の受益と負担が実感できる形を、ど
う作り上げるかが同時にないといけない。地方のサービスが現状で果たして正しいか、
という議論があり、それについて住民の目から見える形の負担と、それに対する報酬
とがしっかり分かるようにしていく必要がある。 

（片山議員） 補足だが、地方に税源移譲をする場合には、受け皿である地方団体の規模・
能力を強めていく必要がある。人材も、進んで地方団体に入っても良いというように
することが一つ。 

    もう一つは、自浄システムをきっちり作るべきだ。口利き業に関する事件を見ると、
本当に憂うつになる。外部監査を入れても不十分で、地方議会の活性化と並んで、自
浄システムをしっかりしないと、地方に税財源を渡しても、汚職の地方拡散というこ
とになりかねない。是非、その点は、合併と併せてやる必要がある。 

（平沼議員） 今、デフレが非常に深刻な状況だ。中長期というのは良いが、短期的にデ
フレ克服を税制でやることは不可能ではない。短期に効く、例えば、住宅関連でイン
センティブを与えることも必要だし、研究開発、投資促進で随分経済が活性化する。
中長期とデフレ対応策の中での税制を、真剣にこの場でやっていくべきだ。 

（奥田議員） 私も、税制については、中長期で考える話と、デフレの対策に絡んでやる
ものと、２つに分けた方が良いと思う。特に、日本で今、内需拡大と言っても、「欲
しいものは何も無い」という。この前もテレビを見ていたら、「一番欲しいものは何
か」というと、一番初めに出てくるのはレジャーや旅行だ。ある人が、「家はどうか」
と言うと、「家はドリーム」で、結局、国民は手に入らないと思ってしまっている。
そういう住宅税制では拙い。日本は世界第２位の経済大国になり、良いものを着て、
良い物を食べているが、家だけは、特に、大中都市の家は、非常に貧しい。そこには
大きな内需喚起の突破口があると思う。税制の中でもデフレ対応策と言うか、景気浮
揚策としても考えていただきたい。ただ、悩ましいのは財源だ。 

（石政府税制調査会会長） 今の問題は、政府税調でも非常に関心を持って議論している。  
研究開発の投資税額控除、即時償却など法人税の世界でも議論はある。財源の問題が
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あるが、この種の話は、既に租税特別措置で中小企業を中心に一杯ある。税調での議
論は、既存の租税特別措置を整理し、集中的に研究開発に措置した方が効果があるの
ではないかというもの。スクラップ・アンド・ビルドの一種になるかもしれないが、
そういう発想が出ている。既存の仕組みを見直すことが大事であり、古いものには手
を付けず、新しいものだけやるというのでは拙いという問題意識だ。 

    住宅で、非常に危機を感じているのは、所得 1,000 万円程度の給与所得者が今は
住宅ローン控除で税を払っていない。同じ年収のサラリーマンが、一方で、かなり税
金を払っているのに、他方でゼロになっている。家を建て、借金をしたために、税が
空洞化している。既存のものを見直しつつ、新しく何か集中的にやるという視点が重
要ではないか。 

（速水議員）  税制が、経済活性化や不良債権処理の面で重要であることは言うまでもな
い。中央銀行の立場から、金融に関連した税制について４点述べたい。 

    １つ目は、株式市場を通じてリスクキャピタルの供給を促すこと。キャピタル・ゲ
インとキャピタル・ロスを柔軟に通算する手立てを講じていくことが重要である。 

    ２つ目は、不動産の流通や証券化を活発化させるため、不動産の取得等にかかる税
制を見直していく必要がある。 

    ３つ目は、企業のリストラや中長期的なリスクテイクを活発化させること。損失の
繰越しや繰戻しなどを弾力化していくことが有効である。 

    ４つ目は、金融商品や取引のイノベーションを促していくこと。新たな商品等にか
かる税制上の取扱いが事前に明確であることが鍵である。 

    以上の観点から税制を見直せば、短期的には税収減少の可能性があるが、中長期的
には経済活性化を通じて税収増につながっていくと思う。 

（竹中議員）  今までの議論を少しまとめたい。経済活性化と税の中立・公平は、基本的
にはトレードオフであり、課税ベースを拡大して税率を下げることは前向きに考える
要素がある。これは、これまで議論されてきたことと関連する問題だと思う。 

    また、税だけではなく歳出や市町村の枠組みなどを総合的に考えるのが諮問会議の
役割だと思うが、それをどのような時間軸で考えるかが議論の重要なポイントである。 

    さらに、経済活性化と税源の問題。これは国と地方の税源の問題にもなる。これを
どのような時間軸で考えるのかというところが大きなポイントになろうか。 

（牛尾議員）  有識者議員提出資料は、構造改革の方向性を想定して作成したもの。これ
は経済活性化政策の基礎的ペーパーにもなる。経済活性化とそれを実現するための税
制をどう考えるかは表裏一体の問題である。技術的には「簡素・公平」と経済活性化
はトレードオフの部分もあるかもしれないが、基本的には新しい社会構造を創るとい
う面での整合性も考慮しなければならない。これからは、広く、薄く、簡素かつグロ
ーバルということが大事であり、「公平」や「中立」という主観的な概念は、時代が
変わったときには分かりにくい。税の空洞化というのも、タックス・ペイヤーの立場
では、色んな「公平」があり、抽象概念を議論しても仕方がない。こういう社会を創
るのだという議論を詰めれば、自ずと答えが出てくるのではないか。 

    また、税収が50 兆円から逓減しつつある中、今後の５～６年間で 60 兆円に税収が
増えるのは難しい。80 兆円の歳出のスケールは、かなり大きい。小泉総理が歳出を
３兆円減らしただけで、「景気無視の緊縮財政だ」というのは間違いである。収支放
漫度が、「極端放漫」か「やや放漫」か「かなり放漫」かというだけの差であって、
次元が違う。この資料には小さな政府とか個人の自立とか色々書いているが、基本的
には税収が 10 兆円くらい増えて、歳出は 70 兆円くらいに減らないとできない。その
ためにも、国と地方、官と民の役割分担の大まかな作業を行うべきだ。そこに触れな
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いのでは無理がある。国民負担率については、土光臨調でも緊縮期には 45％にすべ
きとの議論がなされた。現在は、租税負担と社会保障負担を足して 35％で、10 兆円
の赤字を出しているが、将来的には 45％に上げねばならないことを、最初に議論し
なければならない。そこに手に付けないで、小手先の技術でやるのは無理だという現
実を国民に伝える必要がある。 

（平沼議員）  現実論としては、現在の 80 兆円の歳出を 70 兆円にするとデフレに拍車を
かけ、元も子もなくなる可能性もある。例えば、英国などのように、少なくとも現状
以上を超さないという形の中で、中長期的になるべく軽くしていく。理想的には私も
同意見だが、現実論としては難しい。 

（牛尾議員）  経済が活性化し、雇用も増えれば税収は増える。また、株価も上がるとア
メリカのようにキャピタル・ゲイン税収も増える。歳出を減らす議論が多いが、税収
を増やす方向での議論が欠落している。 

（片山議員）  中長期の課題と短期の課題は分けた方が良い。中長期は骨太で安定した税
制を目指すべき。短期は、石会長の意見にもあったように、現在の租税特別措置を、
全て洗い直し、戦略的な分野に集中すべき。住宅、自動車、廃棄物処理や都市再生な
どで、やるのなら短期に限ってどっとやる。例えば、自動車税のグリーン化等は評判
が良い。こういうことを戦略的にやる。それを財源の見合いでどうまでどうやるかは
議論すべきだと思う。 

（竹中議員） 税の「簡素」の観点について、石会長に更にコメント願いたい。 
（石政府税制調査会会長）  牛尾議員が言われたとおり、「公平」「中立」は主観的だと思

う。特に、「公平」はそうだ。税金を１円も払っていない人が不公平だと言うのが、
世の中の常。その意味では、「公平」というのは倫理的な問題であり難しい。 

    「簡素」は、ある意味で申告納税のやり方。典型例が源泉徴収であり、所得税の８
０数％は源泉徴収となっている。普通のサラリーマンなどは税務署と関係がない。日
本の税制は非常に簡素となっているが、この結果、納税者意識がないから、減税しろ
と言いつつ、公共サービスを増やせという矛盾した話をする。 

    現在、給与控除を実額控除してはどうかという議論もある。給与所得控除が非常に
大きいためだが、実額控除では実際に自分で計算する必要がある。「簡素」について、
更に一段踏み込むと、心配なのが連結納税。あれは極めて複雑になる。新しいことを
仕組むときは極めて複雑な要素が入り込む。証券税制も複雑になる。これをどのよう
に持っていくか。 

    「二元的所得税」というのは有力な考えだ。資本所得と勤労性所得を分け、金融面
での税制を一括りにした方がはかるに良いと思う。二元的税論みたいなものは、簡素
化につながる一つの考え方だと思っており、税調でも議論してみたい。 

（奥田議員）  一番大事なことは、21 世紀の個人のライフスタイル。これまでの 20 世紀
のライフスタイルを個人的に見直してみるべき。これを変えていかないと日本は変わ
らない。小泉改革が目指すところもそういうところにある。例えば、教育制度で、子
ども１人に塾で 10 万円かかるから給料を上げろというのはおかしい。今、政府も企
業も変わりつつあるが、ライフスタイルが変わってくると、税制も色んなところに影
響が出てくる可能性がある。我々が 50 年間やってきたライフスタイルというのが本
当に良いのかどうか。税制とも非常に関係がある。総理から「個人も目覚めろ」とメ
ッセージを言うべき時期ではないか。外国から帰ってくると、日本は何か次元の違う
世界に入ったという感じがする。 

（本間議員）  源泉徴収について、広い意味でコンプライアンス・コストというときには、
徴収側からすると簡素であるが、実は企業がコストを負担している。個人情報も含め
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て集め、国に納めている部分があり、トータルなコストは非常にかかっている。 
    個人と企業の関係、個人と国の関係等を見直していくときに、ＩＴ化が進んでいる

ことから、納税意欲を高め、受益と負担がはっきりと分かるように、できるものから
電子納税を含め検討すべき時期にきているのではないか。 

    基本方針で、社会保障個人会計を提案しているが、受益とどのようにリンクさせる
かということも含めてやるべきテーマではないか。 

    また、「中立」というのは論者によって全く違うという問題がある。経済学的には
税を取る場合に、経済の活力を阻害しないものが最も中立的だというのが、中立性の
定義である。その意味では、活力の問題と中立の問題が別々に議論されているが、実
は経済学的にも「中立＝活力」であり、経済の効率化という問題になっている。 

   執行面で１つ。租税特別措置の見直しに際して、古い温存型の租税特別措置だけが
残ると最悪の結果になる。スクラップ・アンド・ビルドを徹底することが必要だ。租
税特別措置は、原則的に時限になっているが、自動継続している部分がある。きちん
とサンセット方式をはっきり打ち出すことが重要だ。 

（石政府税制調査会会長）  今年度、10 個くらいの準備金を止めたが、８個増えた。ネ
ットで減らすのは並大抵ではない。 

（竹中議員） 本日の議論を整理したい。 
どういう社会を創るのかということから考えろ、と。21 世紀のライフスタイルだ

ということ。 
また、歳出と一体化して議論しよう、と。歳出規模が今のままでも良いのかという

ことも含めて議論しろ、と。税の空洞化に関連しては、課税ベースを広げて、薄くか
けるということは避けられない方向だが、短期的なものには配慮する必要がある。そ
れに関しては、思い切った選択と集中を行うという発想だと思う。 

    さらに、様々な制度改革との間で、時間軸をどのように設定していくか。受益と負
担、徴収方法、国と地方の話にしても、受益と負担を明確にしていくことが、ライフ
スタイルとの関連でも重要だということだと思う。 

（牛尾議員）  昨日から急激な円高になっているが、財務省の見解なり見方を簡単にお話
いただきたい。 

（尾辻財務副大臣）  塩川大臣も「引き続き相場の急激な変動については警戒を怠らず、
必要があれば適切な措置を取る」と表明している。 

（速水議員）  日本銀行による追加措置を市場がどう受け止めているか簡単に述べたい。 
    ２月末に思い切った緩和策を行った。 

１つは、年度末に向けて一層潤沢に資金を出すということで、当座預金 10 兆円か
ら 15 兆円という目標にかかわらず、青天井で資金を供給することとした。 

    ２つ目は、長期国債の買入を、月 8,000 億円から１兆円に増やした。 
    ３つ目は、ロンバート貸出。金融機関に対し、担保さえあれば貸す仕組みだが、こ

れを３月１日から４月 15 日までは全ての営業日を通じて公定歩合で利用できること
にした。 

    ４つ目が、銀行が預金保険機構に貸している貸出、それから交付税特会に貸してい
る貸出、どちらも 16～17 兆円あるが、それらを適格担保にすることの検討を進める
こととした。 
かなり思い切った緩和だと市場は受け取ったと思う。アメリカに明るい兆しがあり、

株の空売りが規制されたことも重なって、ここのところはトリプル高という状態で、
期末を控えて、市場は非常に落ち着いている。 

（竹中議員）  総理お願いします。 



 

 10

（小泉議長）  税の議論は、例え、短期、中期、長期というもので短期をやるにしても、
中長期的視点がないと効果が無い。デレフ対策や景気対策をやって、現状のままで減
税要求が出てくると、かえって歪なものになる。時期的にずれがあるのは当然だが、
短期的なものをやるにしも、必ず、中長期的に必要だとの観点から短期のものを考え
てもらわないと合理化にならない。 

    税調は減税要求ばかり。予算は財政支出要求ばかり。選択肢の狭い、難しい状況で
あるが、経済財政諮問会議は両方を見ることができる。「今度の予算は緊縮予算だ」
と言っている人には、間違いだと何度も言っているが、未だ分かっていない。デフレ
対策にしても、景気対策にしても、財政放漫では効果は出ない。財政規律とデフレ対
策は矛盾しない。その辺を良く考えて、これから税制と財政の両方を考えていきたい。
特に、地方と中央、税財源のあり方を考える場合には、地方の仕事と中央の仕事、こ
の仕事の役割分担も考えてもらわないと、本当の地方自治は育たない。いつも中央に
陳情に来る、そして中央に頼めばお金が来る、というのでは地方自治が育たない。 

    この機会に、総合的な税制改革なので、地方の税財源を考える場合には、地方の仕
事と中央の仕事の役割も良く考えていただきたい。そして、地方自治、地方分権につ
ながるような地方税の改革も、是非、この際一緒にやっていただきたい。 

（竹中議員）  ありがとうございました。 
  （以 上） 


