
平成 14 年第７回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第７回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 3 月 15  日(金) 17:30～18:35 

2．場所: 官邸大食堂 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

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)経済の活性化戦略について 

(2)税制のあり方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○経済活性化戦略の実施案（有識者議員提出資料） 

○経済活性化戦略 ヒアリング状況報告 

○起業・廃業しやすい社会の構築に向けて（有識者議員提出資料） 

○プロジェクト「ブランド・ニッポン（仮称）」の推進について（有識者議員提出資料）

○経済活性化・競争力強化に向けた基本的視点（平沼議員提出資料） 

○税制のあり方の検討に際しての観点（有識者議員提出資料） 

○地方税制を取り巻く現状と課題（片山議員提出資料） 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理と官房長官は少し遅れられます。先に始めておいてく

ださいということですので、ただいまから本年第７回経済財政諮問会議を開催い

たします。 

本日は、お忙しいところありがとうございます。 

それでは、今日の議題でありますけれども、２つあります。 

初は「経済の活性化戦略」。 

第２は、前回に引き続きまして「税制のあり方」の審議でございます。 

議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

○月例経済報告について

（竹中議員） 審議に入る前に、昨日の月例経済報告について、一言御報告いたしま

す。 

３月の月例報告におきましては、基調判断を先月までの「景気は、悪化を続け

ている」というものから、「景気は依然厳しい状況にあるが、一部に下げ止まり

の兆しが見られる」と上方修正しておりました。これは、輸出が下げ止まりつつ

あること、在庫調整が進展する中、生産には下げ止まりの兆しが見られること等

によるものであります。 

また、今般、民間のエコノミストやアナリストから成る経済動向・分析検討チ

ームのメンバーを対象にしまして、景気の転換点や当面の景気動向に関する見方

を緊急にサーベイいたしました。その結果、景気は既に底入れしたとの見方があ

りましたほか、遅い見方でも平成14年度第３四半期には景気は底入れし、回復に

向かうとの見解を得ております。ただし、その回復力については弱いものになる

との意見が多数を占めております。 

○経済の活性化戦略について

（竹中議員） それでは、第１の「経済の活性化戦略」についての議題に移りたいと

思います。 

有識者議員から資料が提出されておりますので、御説明をお願いいたします。 

吉川議員お願いします。 

（吉川議員） お手元の「経済活性化戦略の実施案」という私ども４人の名前のペー

パーをごらんいただきたいと思います。 

経済の活性化戦略ということが６月に向けて議論されていくわけですが、本日

のこのペーパーでは、基本的な考え方をまとめております。 

２枚紙ですが、６つのポイントが書いてございます。 

第１は「１．戦略的基盤整備」とありますが、要するに日本の国を今後どうす

るかというときのひとつの大きな考え方として、科学技術立国というものが必要

だと、これが基本的なコンセプトになるということであります。 
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今、科学技術立国と申し上げましたが、もう少し広く言いますと、昨年閣議決

定していただいた基本方針以来の考え方は、突飛なようですが、食べ物とか、あ

るいはデザイン力とかいったような芸術的なもの、アートも含めた広い意味での

頭脳立国というように考えてもいいと思います。ともかくそこが経済の付加価値

の源泉なんだと。経済の付加価値はマクロではＧＤＰと言いますが、付加価値に

ついて、どこの国でもつくれるようなものを真似ていても21世紀の日本の将来は

ない。日本人が自分の頭で考え出した科学技術、あるいは芸術、広い意味での文

化といったものが価値の源泉だという。これが、一番基本の考え方だと思います。

そのことをしっかり国の方針の基に据えていただいて、いろいろな政策を具体的

に進めていただきたい。 

この紙に◎が付いていますが、◎のところ以下すべて例であります。細かいと

ころは後ほど見ていただければいいわけですが、科学技術立国ということですか

ら、産学官の連携が必要だというようなこととか、研究分野を選択・集中する、

そのために司令塔が必要だということで、総合科学技術会議に重要な役割を果た

していただくというようなことも我々は議論いたしました。それが、１番であり

ます。 

２番目は「２．雇用拡大に資する生活産業の創造・発展」ということが書いて

あります。これも日本が豊かになってきまして、昔はテレビが欲しい、洗濯機が

欲しい、そういうものは海の向こうにあって、それを真似ていればよかったわけ

ですが、豊かになってきて、いよいよ生活の面でも世界のフロンティアになって

きたわけですから、我々日本人の生活を更にここから豊かにするにはどうしたこ

とが必要か、そこにチャレンジがあるわけです。高齢化が進んでくる、あるいは

環境の問題もある。世界の先進国がすべて直面している問題ですから、そういう

意味で出来合いの解決策を真似はできないわけですが、フロンティアにあって、

言わば日本が世界に範を垂れるというような形で、日本人の生活を豊かにする中

で、国際競争力を高める。それが即生活産業だということで、以下具体的な例が

たくさん書いてあります。 

島田晴雄先生がいろいろ御尽力されているような具体的な分野がここに書いて

あります。 

３番目は、少し具体的なことですが、実際に経済の活力を保つためには、業を

起こす「３．起業・廃業の促進」、新陳代謝というものが非常に重要だというこ

とで、この点につきましては、６月までに活性化のいろいろなプログラムを具体

化していかなければいけないですから、今日は、その第１番目として後ほど牛尾

議員から少し立ち入った詳しい話がございます。 

２枚目の「４．『眠れる』経済資産の活性化」については、これもいろいろな

ものがございます。 

大学を活性化しよう。高齢者がたくさん資産を持っている。宝の持ち腐れでは

ないかと、これをもう少し有効に活用できないかというようなこと等を書いてご

ざいます。 
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５番目に「５．グローバル化による活力再生」。これも我々はアジアの国々と

どのように付き合っていくのかと。 

ちょうど昨日でしたか、流通の分野で海外から日本に大きな参入というのがあ

ってニュースになりました。ああいうのは非常にわかりやすい具体的な例ですけ

れども、やはり海外の資本、あるいは海外の人材といったものが日本に来て、そ

れによって日本の産業なり経済が活性化していくということは大変大切なことだ

ということが、ここに書いてあります。 

６番目は、具体的なひとつの施策ですが、「６．構造改革特区の設置」といっ

たものを各分野で考えたらどうか。今日は、ここに項目しか書いてございません

が、将来的に政府としても検討してもいいのではないかというのが我々の提案で

あります。 

一番下にスケジュールが書いてありますが、今申し上げたような基本的な考え

に立って、具体的な施策を６月を目途に策定して、政府として決定していただく。 

また、平成15年度までの２年間というのを集中的な実行期間として、14年度、

1 5年度というところで、こうした活性化案を一つでも具体的に進めていっていた

だくことが必要なんではないかと、こういう提案であります。 

この経済活性化の考え方をまとめる上で、我々有識者の方々から大変広範なヒ

アリングをやりました。また、現在進行形でやっております。その成果のサマリ

ーがお手元の「経済活性化戦略 ヒアリング状況報告」でございます。 

それぞれの有識者の方が言われていることは、総論としては、私が今報告した

２枚紙と方向としては一致していると思います。やはり、科学技術立国、頭脳立

国といったようなことが必要だし、日本の経済社会は変わらなければいけないと

ころがたくさんある。それを大胆に変えていく。やはり政府が司令塔としてはっ

きりとした方向を示す必要がある。こういうようなことを皆さん方おっしゃって

いると思います。 

具体的なことは、申しませんが、御関心がおありであれば見ていただけたらと

思います。 

私からは以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。牛尾議員お願いします。 

（牛尾議員）  では、お手元にある「起業・廃業しやすい社会の構築に向けて（要約）」

についてですが、その下に詳しいものが付いています。 

やはり、これからは、企業を起こすこと、それも個人の創造力、チャレンジ精

神、リスクに挑戦することが大事だということで、検討会を開きました。 

日本の開業率を見ると、10年ぐらい前までは、大体毎年全企業の５％ぐらいが

常に創業をしていたのが、 近は3.5 ％に下がってきている。 

（竹中議員） 今のペーパーの一番 後に参考という形で付いているものだと思いま

す。 

（牛尾議員）  これは、歴然たる数字で、黄色い方が開業で、赤い方が廃業なんです。 

アメリカは、全然桁が違いまして、創業が全企業の13.9％で、廃業が11.7％。 
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それに比べて、日本の場合、 近は、開業が3.5％で、廃業が5.6％。これが新

陳代謝の弱さで活力が悪い原因だと思います。 

開業に関しては、かなりいろいろなことが言われてきたんですが、廃業に関し

ては、やはり日本というのは辞めにくい会社でありまして、中小企業の経営者で

も辞めたい人はものすごく多いんだけれども、辞めると根こそぎ、家等ほとんど

の私財を持っていかれてしまいます。 

普通、株式会社の社長は有限責任で、借り入れの保証と、株式だけを損すれば

廃業できるはずだが、一方中小企業については、辞めようと思うと、在庫も売り

掛けもみんな不良資産になりますから、結局400 ～500万円しか儲からない会社で

も、やめるとなると5,000万、１億円掛かってしまい、それを社長に取り立てに来

るわけです。 

そういう意味で債権取り立ての範囲の見直しや、個人保証については、あくま

でも社長としての個人保証は有限保証なんだから、どこかで切ってしまわないと

だめです。 

また、強引な取り立ても放置されているので、無限保証を有限保証にして、割

と簡単に廃業できるようにしてあげる方が、非常に回転がはやくなると、今、内

閣府並びに経済産業省にお願いをしている。 

結局、辞められないものですから、金を借りて、やればやるほど赤字が雪だる

ま式に増えてくる。それで借金が大きくなってきて、辞めるときには家も何もか

もみんな持っていかれてしまいます。 

アメリカは、家とか、自動車とか、２年間の生活費も残るんですが、アメリカ

人というのは、そんなに体を張ってまで経営をやらず、もっと手前の有限保証の

間で辞めます。個人保証はありますけれども、資産の問題にはならない。 

中小企業が少し悪くなったときに、まだ企業の売れるようなマーケットがない

んです。大企業のＭ＆Ａはありますけれども。 

そういう点で、一回廃業について真剣に考えてみようということです。特に不

良債権問題が 終的に決着するときには、貸している先の７割は中小企業であり、

それをきちっとするということは、それが倒産するわけですから、上手に倒産さ

せてあげないといけません。それを全部政府が面倒を見たら、その分だけまた不

良債権赤字になるわけです。 

そういう点で、企業と廃業というものを並べて、これについて一回真剣に取り

組んでみようということです。 

（塩川議員） それは大賛成ですね。 

（牛尾議員） これからは廃業と起業というものを並べて考える。 

これは、後で平沼大臣がお話しになると思いますが、御協力をいただいて、各

省にまたがる問題なので、内閣で決めてもらえば事が進みやすい。 

第２番目は、「プロジェクト『ブランド・ニッポン（仮称）』の推進について

（案）」で、これは、今、吉川議員が説明されましたように、ＩＴ関係に関して

は、ＩＴ戦力本部ができて大変強いプロモーションをしている。 
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サービス産業に関しては、今、島田特命顧問がサービス産業に関して非常に力

強くやっている。Ｒ＆Ｄは、総合科学技術会議でも相当やっていて、一番放って

おかれているのが製造業なんです。製造業で日本製というものはまだまだ捨てた

ものではない。国民全体に、製造業というのは、日本で製造していたら生き残れ

ないぞということをわかってもらうために、１つは経済産業省の経済産業研究所

の所長、スタンフォード大学から帰って来られた青木氏の所で「『エクセレント・

カンパニー』プロジェクト」というものをやってもらい、もう１つは、緊急プロ

ジェクトで、東京大学の工学部を軸にして日本製の製造業の過去の失敗、成功の

歴史から、これからこうやったら十分やっていけるんだということを国民に周知

していく運動を展開しようとしています。 

  このアイデアは、アメリカが198 9年にＭＩＴを中心に「made in America 」と

いう研究を２年間やったわけです。それを敷衍したのは、「ヤング・コミッティ

ー」であります。ヤングは、知的所有権が一番大事だと言ったんですが、あれは

２万人、５万人の経営者が参画して「Made in America 」を武器にアメリカの製

造業の復活を図った。 

  それと同じように我々は、工学部を中心に、情報とかサービスを並行的に「Made 

in America 」の日本版をつくって、これを「ブランド・ニッポン」と仮称で決め

ておりますが、今、実務的には東大の工学部の小宮山教授達と作業に入っており

ますので、青木教授のエクセレント・カンパニー・プロジェクトと、ブランド・

ニッポンの小宮山教授を中心として、全国の工学部を奮い立たせるというオペレ

ーションをアメリカの前例に学んで、これをやってみようかと考えています。 

今日は、この２つの問題提起であります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。今のブランド・ニッポンは、言わば民間を巻

き込んで国民運動として広げていく。諮問会議としては、そういうものをサポー

トして活性化戦略の中に取り込んでいくという御趣旨だと思います。 

もう一点申し上げておきますと、総合科学技術会議等の関係もありまして、民

間議員同士で話し合いの場を持ったりということもしていただいております。 

自由討議に移りたいと思いますが、まず、平沼議員より御発言がございます。 

（平沼議員） それでは、お手元に平沼提出資料という紙がございます。時間が限ら

れておりますので、読んでいただければおわかりになりますし、先ほど吉川議員

からのお話とも重複いたします。 

まず、活性化とは、企業と国民が実際に動くことに尽きると思っています。そ

のために明確な目標を目に見える形で打ち出していくことが必要だと思っていま

す。 

いわゆる各層、各主体が挑戦へと動き出す目標と政策をパッケージでつくると

いうことが大事でございまして、（１）～（４）という形で「国家経済」、「産

業・企業」、「個人・個人事業者」、「政府・自治体」の４つの層に分かれて、

ここに全力を投入すべきだと思っています。 
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下段の「重要課題」。（１）をごらんになっていただいて、ここには国家経済

について記述しておりますけれども、目標は２つあると思います。 

第１は、次世代を担う人材を増やす。逆に少子化というのを逆手に取って、あ

らゆる手段で反転をさせなければいけない。少子化をそのまま甘んじて、だから

しようがないということではなくて、極端に言えば、少子化というものを、もっ

と赤ちゃんを生むような活力に変えていくということが必要です。 

先ほど吉川教授の御指摘もありましたけれども、第２番目としては、やはり東

アジアの成長のダイナミズムを取り込んだアジアの通商・投資の中核国家という

戦略目標を明確にして、東アジアビジネス圏構想というものを打ち出していくこ

とが必要だと思います。 

２ページを開いていただきたいと思います。 

ここでは、産業の競争力強化という形で、挑戦を政府として戦略的にバックア

ップしていくことが必要だと思っております。 

ただ、政府だけがバックアップしてもいけませんから、一方で産業・企業にも

自らの変革を求める。ここは、具体的に書いてございますので、読んでいただき

たいと思います。一番下の○で、サービス経済について少し申し上げたいんです

けれども、成長産業の強化という面からも、これをしっかりととらえることが重

要だと思っています。 

それは、医療・介護、保育、教育などの市場開放の具体化に取り組んで、ここ

を活力にしていくべきだと思います。 

３ページを開いていただきたいと思うんですけれども、個人個人の事業者の挑

戦。これは、起業家精神。先ほどの資料にも指摘がありましたけれども、ＩＭＤ 

の世界競争力の年次報告で、日本は起業家、挑戦というのは 下位でありまして、

やはり国を挙げて挑戦者こそ支援するという明確な方針を掲げて、税制、教育と

いったものを根底から改革していく必要があると思います。 

中段（４）の政府・自治体については、地域間競争を通じて、地域経済を活性

化していくという視点が重要でございまして、これも既に御指摘がございました

けれども、経済特区的手法で新たな挑戦、あるいは新規事業創出の環境づくり、

これを目に見える形で示していくべきだと思います。 

後に、税制の面でありますけれども、これは、1,400兆円に及ぶ個人金融資産

を消費・投資に振り向けていくために、真に民間活力を引き出す方向での改革で

なければならないと思っています。 

以上、基本的な視点な視点を申し上げましたけれども、詳しくは、別添の「創

業・新規事業支援について」で割合細かく書いておりますので、御参照いただき

たいと思います。御指摘のありました起業と廃業ですけれども、同感でございま

して、これはいろいろ税制の問題ですとか、資本金の問題ですとか、いろいろあ

りますので、そこは詰めていきたいと思っております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ、自由に御討議をいただきたいと思
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います。 

いかがでしょうか。 

（塩川議員） いいことを教えてもらいました。本当にいい知恵を出してもらってあ

りがとうございました。これを肉づけしていくといいですね。 

そこで、時間があって発言してもいいんであれば、私は基本問題を考える場合

に、この際、経済政策の一環として、日本の家族の在り方というものを根本的に

一回見直してみたらどうだろうと思います。 

さっきおっしゃった、中小企業の廃業ですが、これができないのは、やはり問

題は家族なんです。ファミリー的な何々商店とか、株式会社何々と言っています

けれども、そこらの問題があるということが１つ。 

相続税にしても、よく聞きますのは、50、60歳になってもおやじの相続を受け

てない。これは、どうにもならないんです。60歳の人が、孫がいて権限がないと

いうのは悲しい話だし、そういうところがある。 

もう１つは、相続税、贈与税、贈与をするにしても、やはり親をちゃんと介護

して、地域の付き合いもしてくれる、このごろ地域に無責任ですからね。そうい

うのも優先しなければいけない。 

私は去年、一時的に贈与税を6,000万円まで無税にしたらどうかと言ったんです。

相続税先倒しと言ったんです。そうしたら、弁護士会から文句がありまして、特

定の財産を特定の個人に特化して相続させるのは間違いだというのがあって、そ

れでは民法に対抗するだけの根拠をつくりなさいと弁護士が言われまして、そう

いうのをやってもらった。 

もう１つ、家族問題で非常に大きい問題は定年です。70歳ぐらいで元気な人が、

仕事がないと出て行けと言われる。これは余りにもかわいそうです。この人たち

には働いてもらって保険も年金も掛け金を負担させたらいいんです。私は、今日、

参議院の予算委員会で、こういう人はもっと活用しないといけないと言ってきま

した。 

そんな問題を、この政策として打ち出したら、小泉内閣は改革、改革で、ソロ

バンばかり弾いているというのではなくて、やはり国家というもの、我々の社会

を考えた経済対策というものを考えていくことと整合させたものにしてもらえな

いかなと思うんです。 

（牛尾議員） その辺の整合性を考えたものを６月にまとめて、部分的には早くやり

ます。 

（竹中議員） 今、家族の問題は、恐らく税の思想に非常に端的に反映されるものだ

と思います。そこに大変問題意識を持っておられると。 

（塩川議員） ここで、そういう理念を確立してもらったら、私は主税局にも下ろし

やすいと思うんです。 

（竹中議員） 今の点で本間先生、課税単位のような話で、もし御議論がございまし

たらどうぞ。 

（本間議員） 税制改革の場合に、これまでは個人課税という建前でやってきたんで
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すけれども、家族の要素については、配偶者控除とか、配偶者の割増控除とか、

あるいは扶養控除という形で、家族単位課税的な色彩がありました。しかし、今、

大臣が御指摘のとおり、いろいろな考え方があって男女共同参画の時代であると

か、家族観が非常に多様化して揺いできているわけです。 

ここら辺りは、所得税の課税 低限との関係の中で、どういう具合に整理する

のかということと、相続税、贈与税のところのストックの活用のときに、どうい

う哲学でこれを考えていくのかということは、少し相矛盾するような部分もござ

いまして、そこはきちんと整理をすべきなんだろうと思っております。 

（竹中議員） 奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 今度の春闘のことで、若干お話ししたいんですけれども、ベースアッ

プはなしと、原則としてほとんどないということになったわけですけれども、そ

のときに言ったのは、「もう時代が変わった、時代が変わったということは、こ

れから国家が変わり、企業も変わります。あなたたち自体の組合員のライフスタ

イルも考えてください、どういうライフスタイルが、21 世紀の日本人にとって本

当にいいのか、それも考えなさい」と。 

それは、今後もっと労使間で、昔みたいに春闘でいきなり100 円上げろとか、

200 円上げろ、という話ではなくて、年に４～５回は労使が話し合って、こうい

う制度についてはおかしいからこう変えようとか、そういう問題意識を持ってや

ろうということを話しました。 

そういう話をどんどんやっていきますと、今、財務大臣が言われたみたいに、

やはり大家族制に戻るとか、あるいは介護の問題から言っても親の面倒を見る、

そうすると結局家が狭いという話になるわけです。 

この前、平沼大臣も言われましたけれども、やはり田舎に行けば家が広いから、

当然病院から引き取ってきて、家族の介護もできるけれども、今の中都市とか、

大都市の普通のサラリーマンで親を引き取って、自分の家で介護をできるような

家を持っている人がいないわけです。 

そういうものが、結果的には大家族制というものを崩壊していくし、また、心

の豊かさとか、そういうのも全然なくなってきて、また思いやりもないとか、そ

ういう子どもをまたつくっていくという、これはいろんなところで全部関係して

いる話だと思うんです。そういったことを、財源の問題もあるんですけれども、

やはり根本から見直さないと、日本の21世紀というのは変わらない。今までのや

り方の延長線になるんではないかということで、これから組合と鋭意、賃上げ賃

上げなんていう話ではなくて、もっと国家の諸制度とか、そういうものについて

考え直すということで話し合っていく、私はそういうことだと思っています。 

（竹中議員） 片山大臣どうぞ。 

（片山議員） 思いつきだが、やはり経済活性化のひとつは、人づくりです。科学技

術立国、頭脳立国のいずれもそうです。 

ところが、今の少子化でいきますと、７年後の2009年には、大学に全員入れる

ことになる。そうなると、今の大学をどう考えるか。大学院というものをどう考
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えるか。それから高等学校、小学校、中学校みんながらがらになる。これをどう

扱うのか。 

そこで、大学は、独立行政法人化し、非公務員型にするとかやっているでしょ

う。大学というものは考え直さないといけないのではないでしょうか。 

この前、北京大学に行ったら、北京大学がベンチャー企業をやっているのです。

ものすごく儲けている。今度日本にも会社をつくると言っていました。 

やはり経済活性化を今の少子化の中で行うとすると、大学に全員入れるなんて

どういうことなのか。経済活性化と教育制度、大学制度、これを全体で考えると、

大学を起爆力と言うのか、先生方に怒られるかもしれませんけれども、何かそう

いうことを検討してみる必要があるのではないでしょうか。 

（小泉議長） 近、今言った大学に全員入れる、若い人が少なくなって、逆に高齢

者が増えるでしょう。結婚式場よりも葬祭とか、ホテルが葬儀の方を使うように

なったでしょう。若い人よりもそっちの産業に向いてきたでしょう。 

今、奥田さんが言われたんだけれども、昨日も与党連絡会議で、休暇を増やす

と経済効果はプラスだと言うけれども、休みが多過ぎるという人もいる、むしろ

休みを一週間とか集中して増やした方が経済効果が出ると言うんだけれども、一

週間の休暇を取ると経済効果が何兆円出るというはっきりしたデータはあるのか

な。 

（塩川議員） 細かい数字はないけれども、感覚的には確かに増えますね。 

（竹中議員） 例えば、百貨店の売上は、その月の間に日曜日が何回あったかによっ

て全然違うんです。つまり休みの日の多いと百貨店の売上が増えます。 

（塩川議員） 食堂だけでも増えますね。 

（竹中議員） それは、かなりはっきりしております。だた、長期の場合にどうかと

いう論点はあるということです。 

（牛尾議員） 観光もそうですね。間違いなく芝居も増えます。音楽会も混みます。 

（小泉議長） 春夏秋冬とか、四季で集中休暇をとると経済効果が上がると言うんだ

けれども。 

（奥田議員） それは、あるんではないですか。私どもも実は、工場のオペレーショ

ンのことで、各国の事情を聞いて回っているんですけれども、２つ典型がありま

す。 

１つは日本みたいに盆、暮れとか、正月とか、そういうときに集中的して工場

を閉めてしまって、全部がバケーションとか何かでどこかに行って、行ったとこ

ろは超満員で大混乱になるんです。ところが、普段はがらがらに空いているわけ

です。 

そうではなくて、１年間ずっと工場のオペレーションは続けておいて、若干人

員は過剰になるかもしれないけれども、交代制で２月なら２月休んで、家族で出

る。アメリカなんかを見ていると後者の方が多いんです。 

だから、やはり休日の問題と、工場の操業の問題というのを会社としては考え

ていかないといけないだろう。私は、特に21世紀型では考えていかないといけな
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いだろうと思っています。 

（塩川議員） 今日、こういうことを言っていました。ヨーロッパは、ワークシェア

リングをやって、そのために一般労働者が４日制になっているんです。そうする

と、学校も４日制にする。その代わり夏休みをなくす。クリスマスのときだけ１ 

週間休む。それ以外はずっと開いて、その代わり週４日ということになる。そう

すると、家庭にワークシェアリングが合ってくる。そういうのもひとつの方法で、

だからどんどんそういう新規の図を考えていったらいいんです。 

（奥田議員） 本当に、日本の盆、暮れの大混乱で50キロ渋滞とか、あんなのが起こ

るなんていうのは、本当にばかげた話で、分散して、２か月くらい交代制で休む

とか、そういうことをやれば、今総理が言われたみたいになる。 

（小泉議長）  税金を使わないで一番経済効果が出ると言うんです。というのは、今、

１週間の集中休暇は盆、暮れとゴールデンウィークでしょう。ほかに１週間とい

う休暇で集中的に休めばどうなんでしょう。 

（塩川議員） これは確かに世の中を変えるな。 

（吉川議員） この点は調べます。 

（小泉議長） もし、１週間の休暇を連続で取ったら、兆円単位の経済効果が出ると

いう人がいます。 

（塩川議員） 私は、サマータイムはどうだろうという提案をしたんです。サマータ

イムは、ヨーロッパでみんなやっていますね。これは完全に消費につながってい

るし、スポーツが強くなっている。サマータイムを一回考えてみてはどうですか。

切り替えが大変だというんだけれども。 

（牛尾議員） 世界でやっているんだから、それは大したことはない。 

（奥田議員） だから、何でサマータイムに反対したのか、私はよくわからないんで

すけれども。 

（牛尾議員） 昔、一回やりましたが、２年ぐらいでやめたんです。 

（奥田議員） 寝不足になるとか、何か言って。 

（塩川議員） 夜に遊んでいる人間ばかりで。 

（竹中議員） それでは、一連の議論としまして、休日の増加と休日の分散。恐らく

消費は増えるだろうし、休日が集中していることで、今、ゴールデンウィークの

価格が高くなっている。価格が高くなっているから実質の可処分所得が減ってい

るという面がありますから、所得と価格を通してどのぐらいの効果があるのかと。

ですから、休日の増加と分散ということについて、済みませんが、吉川議員に少

し御苦労いただくということでいかがかと思います。 

ほかにもし、活性化について御議論がございましたら。 

（本間議員） 片山大臣が、遠慮をしながらおっしゃっていただきました、大学にお

ける教育、研究の問題は非常に重要であるという認識を持っております。やはり

大学の場合ですと成果の評価の点が軽視され、悪平等主義的な部分がございまし

て、研究、教育の内容及び社会への貢献という点では、非常に問題があるんだろ

うと思います。 
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ここは、やはり独法化の問題が控えておりますけれども、これは相当意識改革

を大学に持たせませんと、本当に独法化への被害者意識だけで議論をしておりま

して、大学における研究・教育の改革に対してここはもう少し政府全体でプッシ

ュ・バックアップするような仕組みを考えないといけないと思います。 

（塩川議員）  今になると、経常経営の2,800億円はもったいないですね。あれを重点

的に増やしてもいいから、特化したものに区分けするということにしないと、あ

れで息をしている短大なんかたくさんあります。 

（平沼議員） 確かにサマータイムだとか、休日というのは、当面の活性化としては

意味があるかもしれませんけれども、やはり小泉構造改革の経済財政諮問会議と

しては、吉川議員から言われたような本質的なところで活性化というものをやっ

ていかなければいけないと思います。「ワン・オブ・ゼム」であるのはいいです

けれども、話がそっちにばかりになると少しおかしいと思っていますので、私は

本来の活性化論議を進めたいと思います。 

（塩川議員） それは、その考え方の方がオーソドックスなんです。 

（竹中議員） それでは、今日まさに吉川議員のお話で６つの重点項目をいただいて、

これを１つずつ具体的な形にしていくというのが今後のプロセスかと思います。

とりわけ、次回は税のこと等に時間を割かなくてはいけないかもしれませんが、

少し準備をしていただいて、特に６つの中でどれからやっていくかという問題が

あろうかと思いますが、総合規制改革会議のタイアップという意味もありまして、

構造改革特区の話と、今、片山大臣が御指摘くださった、まさに頭脳立国の要と

しての大学、この辺りから少し民間議員を中心に詰めていただくということでい

かがかと思います。 

それでは、後でまた時間があれば戻っていただいて結構ですが、残った時間で

少し税制の議論をさせていただきます。 

○税制のあり方について

（竹中議員） 民間議員からペーパーが出ておりますので、これは本間先生お願い

します。 

（本間議員） 前回、石、西室両先生から問題提起をしていただきまして、税の問題

も口火が切られたわけですが、それを受けて３月あるいは４月に論点整理をしよ

うということで、準備に取りかかっております。 

その際の基本的な観点について、今日は少しペーパーをまとめてみました。 

この問題は、今の経済活性化の問題とも非常に関連する問題でございまして、

まず、税制改革のスタンスというものをどういう具合に定めていくかということ

で、４つばかりの軸を設定して、ここでお話をさせていただきたいと思います。 

第１に、日本の税制は、御承知のとおりシャウプ税制改革で総合所得税、包括

所得税という形でスタートしたわけですけれども、戦後の復興期、高度成長期、

更には80年代の経済大国化という流れの中で、潜在的成長率が非常に高かったと

いうこともございまして、実は税が経済活性化という視点から非常に落ちてしま
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いました。むしろ、高度成長あるいは経済大国のパイの分け方に力点が置かれて

いったということで、分配型になっていました。 

このことが、実は、今となってみますと、産業構造の面あるいは就業構造の面

で生産性の低い分野を温存させ、成長分野に対して足を引っ張るという構図が出

てきております。 それは、税調の中でも○、×、△というような形で、我々は税

のタックス・エクスペンジャーと言っているわけですけれども、税の浸食をさせ

ることをひとつの税制改革の指針みたいな形でやってまいりましたので、これか

らは価値創造型の税に戻るということが経済活性化にとって極めて重要だという

ことであります。 

その点で言えば、今の税制は狭く、厚く、複雑です。これを広く、薄く、簡素

な税制にもっていくという点では、各国とも広く、薄く、簡素な税制というもの

を80年代から90年代の前半に、実は構造改革という視点から仕上げておるわけで

あります。しかし、我が国の場合は、残念ながら直間比率の是正という点では第

一歩を踏み出したわけでありますけれども、それぞれの税制に関しては、見直し

というものが基本的には先送りされてきたということでございます。経済活性化

との観点で言えば、課税ベースをできるだけ広げて、限界税率というものを引き

下げていくということが、まず重要な視点になってくるんだろうと思います。 

これは、法人税しかり、所得課税しかり、こういうことを具体に今回の税制改

革が真正面からやるということが重要です。 

もう１つは、先ほど○、×、△というふうに申し上げましたけれども、政策税

制というものが、非常に複雑怪奇に我が国の税制の中に織り込まれておりまして、

これを抜本的にゼロベースで見直していく必要があります。これから価値創造型

の税制にするためには、選択と集中をし、生産性を高める方向で、ここを組み替

えていくという視点が極めて重要であろうという具合に考えております。 

これは、課税ベースと税率構造とセットになって進めていかなければならない

テーマだろうと思っております。 

そういうことをやってまいりますときに、個別の税制で増減税というものが発

生する可能性があります。これまで個別税制の中で中立的なイメージで余りにも

狭い形で議論がされてきたことを考えますと、税の大幅な組み替え、これは中長

期的には消費課税のウェートを高めるというようなことも含めて検討しなければ

ならないと思いますが、今の集中調整期間の中では、私は経済の活性化というも

ののプライオリティーが非常に高くなってくるということはやむを得ない部分が

あろうかと思いますし、そのことを進めていく場合には、財政規律というものと

どのように両立させるかということが非常に重要なテーマであります。 

減税財源を一方的に国債の発行に委ねるというようなことは、金利高騰等の問

題も含めて望ましいことではありませんし、やはり改革の効果というものが見え

てこないということでございまして、削減すべきものは削減し、その財源を部分

的にも活用しながら経済活性化に向けての税というものを価値創造型に移し替え

ていくということが非常に重要な論点であろうと考えております。 
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更に、これからはグローバル化への対応、あるいは少子高齢化の進展がござい

ます。この点で活性化をしてまいりますときには、当然のことながら、グローバ

ル化の点で言えば、国際的な整合性というものが極めて重要であり、今まで我々

は、外に物を出し、人が出るということはやっておるわけでございますけれども、

我が国にインフローさせるというメカニズムがほとんどないということが非常に

大きな問題点であろうと思います。 

野球の選手を見ておりましても、どんどん出ていくというような状況は、やは

り所得税の在り方も含めて、あるいは法人税の在り方も含めて、極めて深刻視す

べきテーマだろうという具合に思います。 

少子高齢化の進展というのは、一方では貯蓄的な意味においては、高齢者の方々

が大半の資産を保有しているということから考えますと、これをいかに使って活

性化につなげていくかというような論点というものも重要なポイントになってこ

ようかと思います。 

ここでは、貯蓄重視型から投資優遇型の税というものも活性化の中では強く位

置づけて推進することが必要であるということが、経済活性化のひとつの大きな

ポイントであるということです。 

第２に、税制改革を議論しますときに、これまでは時間軸というものが明確に

意識されてこなかった。あるいは、あえて隠してきたということが日本の税制改

革のひとつの大きな特徴であろうと思います。 

小泉構造改革における視点というのは、どういう具合に中長期的な整合性を取

るかということが、私は重要な視点だろうと思います。 

この点で、集中調整期間、あるいは中期展望の範囲の中で経済活性化というも

のを前半に位置づけるとしても、中長期に望ましい税制との整合性というものを

きちんと担保をし、極めてアドホックな形での税制改革というのは、極力排除す

る必要があるということが１つ。 

もう１つは、御承知のとおり、例えば年金制度では法律の中におきまして附則

で公費の充当というテーマが具体には盛り込まれております。これをどのように

具体化していくのか。あるいは、今後医療制度改革の中で、高齢者の医療制度を

どのように考えるかということを念頭に置きますと、社会保障制度改革と税のあ

りようというものは極めて連動するテーマであろうと思いますから、スケジュー

ル管理というものをきちんとやっていく必要性があろうかと考えております。 

３番目は、税と歳出というもの。これまでは税調の議論というものが、歳出の

部分のところをタブー視してきたということがございます。 

大きな３つの分野がありまして、今申し上げました社会保障の分野、国と地方

の問題、特定財源の問題というのが十分に検討されてこなかったというのは事実

でありまして、この際、税制と歳出の一体的な検討というものもきちんとやって

いくということが必要であろうと思うんです。 

この点は、利害関係がシャープに対立する部分でございますけれども、税制改

革ではきちんと議論をするということであろうと思います。 
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後は、受益と負担の関係でございます。これは、財政で提供する公的サービ

スと負担の関係ということ。 

これは、直近の問題における予算の配分、あるいは執行の問題における不満と

いうことが短期的にはあるわけでありますけれども、中長期的に見れば現代世代

が提供されているサービスに比べて負担が低いということは、国債発行のストッ

ク、あるいはフローを見れば明らかであります。 

その点で、現代世代と将来世代の負担の公平という観点からいっても、長期的

には国民負担率の抑制と、プライマリーバランスの改善ということは念頭に置か

なければなりません。当然のことながら高齢者と若い人々との世代間の公平の問

題をどのような形で受益と負担という形での一致を見ていくかということが重要

なポイントであります。 

更には、都市部と地方部との間に提供される公共サービスが、極めて一人当た

りの違いがあるということが都市部では小さな政府を指向し、地方部では大きな

政府を指向するという非常に非対照的な動きにつながっております。この辺の地

域間の税源配分との関係ということも恐らく議論をしなければならないテーマに

なってこようかと思います。 

後に、世代間の資産分布の状況と負担の在り方というのは、これは現代世代

から高齢者の世代に社会保障制度を通じて極めて大きな移転が行われております。

その結果として、高齢者世代の中で資産保有が極めて厚くなっている。それを

現代世代にどのように回すかという問題が、当然のことながら世代間の公平の問

題と歳出の中身の検討の中では問われていくということがあるんだろうと思いま

す。 

勿論、税制に対する信頼というものは、税制改革を打ち出す側のクリーンハン

ドの原則というものが前提になっておると同時に、徴税、納税体制というものは

国民が納得することが重要でありまして、その点では、歳出の見直しということ

も含めてやらなければなりませんが、源泉徴収制度の存在というものが、徴税す

る側からすると便利な整備でありますけれども、負担する側から麻痺を起こさせ

るということがポイントでありまして、タックスペイヤーとしての自覚というも

のをきちんと担保するためには、今後申告納税制度の在り方も含めて、更には、

それを可能にする番号制度、納税者番号ということがいいのかどうかは、例えば

社会保障の番号や、総務省が今準備されて、法律が掛かっております地域の住民

台帳的な番号をどういう具合に組み合わせるかというようなこと。これは検討を

要するテーマではないかなという具合に思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。御討議いただきたいと思いますが、まず片山

大臣にお願いします。 

（片山議員） 私も提出資料という簡単な２枚紙がございますので開けていただきた

いと思います。 

「地方税制を取り巻く現状と課題」ということで４点提示しております。 

15
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まず、１つは「１．地方の歳出規模と地方税収入の乖離」でございます。平成

７ 年度から11 年度までの決算の５ 年平均を取りますと、収入は、国が60.2 ％、地

方が39.8％、３対２であります。 

  終支出は、国が36. 4％で、地方が63.6％ でございます。大雑把に言って２対

３。 

今後地方の歳出はどうなるかと言うと、総理の言われるように地方でできるこ

とは地方にやらせる。さらなる権限移譲、事務移譲、関与の縮小ということにな

りますと、この63.6％は更に増えてくる可能性がある。 

そこで、歳入総額に占める地方税の割合でございますが、54年は32.5％、元年

がバブルのときですけれども42.6％で、現在は33.7％であります。 

これは、何でそうなるか、支出に見合った収入がないから地方税の比率が低い

だけでありまして、収入と支出の差が23.8％あるのです。この23.8 ％が、大雑把

にいきますと国庫支出金と地方交付税です。こういうふうに御理解賜わりたいと

思います。 

２番目は、「２．地方税における応益性の空洞化」ということでございまして、

国税は能力に応じて応能性。地方税は受益に応じて応益性と我々は考えておりま

すが、これがいわゆる税の空洞化で、例えば、個人住民税の所得割は、約２割が

非納税義務者。課税 低限が、国税が384万2,000円。地方税が325万円でございま

すけれども、約２割が税を負担していない。 

御承知のように法人事業税は、法人税とリンクしておりますけれども、約７割

の法人が赤字でございまして、収益課税なので税負担はなしということになって

おります。 

３つ目は、「３．都道府県税収は極めて不安定。市町村税収は安定しているも

のの基幹税目の固定資産税が初の減少」ということで、初めて10年度決算で減少

です。個人住民税は基幹税目ですが、平成３年度11.3兆円が平成11年度には9.1兆

円になっております。 

何でこんなに下がったかと言いますと、これは欧米並みの税率にしなければな

らない、負担を均衡化しようということで、大減税をやり、さらに、景気がこう

いう状況でございますから、これだけ減っている。 

 都道府県税である法人事業税、法人住民税は、平成３年度の7.4兆円が、11年度

では4.5兆円になっております。これも同じ減税と景気の状況によってでございま

す。 

固定資産税は、市町村の基幹税目でございますが、11年度決算9.3兆円が９兆円

になりまして、マイナス３％と初めての減少です。 

特に東京都は、そこにありますように、6.1 ％の減となっております。これは

言うまでもなく評価を公示価格の７割にリンクしましたけれども、税収が地価の

下落によって下がっているということです。 

  次は、「４．地方税における税収の偏在」。3,300の地方団体の総トータルが地

方税収ということになるわけで、東京都を100とした場合の税収は、そこに見ると

 16
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おりでございまして、東京都だけは不交付団体。大阪府を始め以下、全部交付団

体でございますが、地方消費税が比較的偏在が少ない、少ないけれども、それで

も東京と沖縄を比べると52.7になる。 

  個人住民税は、そこにありますように、岡山県が大体標準団体で200万人ぐらい

です。これが東京を100としますと50を切る。沖縄は31.1。 

  法人２税は、東京を100としますと、これだけ差がある。ということは、税源移

譲だけでは地方団体の財源は賄えない。どうしても地方交付税的な財政調整制度

が要るということでございますが、現在の地方交付税は財政調整の上に、財源保

障というもう一つの機能がくっついておりまして、どちらかと言うと財源保障の

方が強い。だから、税源移譲をすることによって、財源保障の機能を落としてい

って、本来の富裕団体と、そうではない団体との財政調整に、できるだけ特化的

にした方が地方財政全体にとってはいい結果になるのではなかろうかと、こうい

うふうに考えております。 

とりあえず、認識だけ持っていただくために、こういう簡単な資料を出しまし

た。 

（竹中議員） 少し時間がなくなってしまっているんですけれども、今日は大変重要

な問題提起がありましたので、税につきましては次回に集中的に議論させていた

だきます。 

どうしても今日の時点で御発言をという方はいらっしゃいますでしょうか。よ

ろしゅうございますでしょうか。 

それでは総括しますと、デフレの対応策については、皆さんに御審議をいただ

きまして、一応今のところ相場にはいい傾向が出ているようでありますが、あと

年度末２週間、引き続き注視をしたいと思います。 

休日の増加、分散については、また御報告をよろしくお願いします。 

活性化については、特区等の個別項目についての御報告をお願いします。 

税につきましては、今日の議論を踏まえて、論点を更に詰めるということを、

今度は少し時間を取って次回にお願いしたいと思います。 


総理何かございますでしょうか。 


（小泉議長） 特に税の方は、地方分権の審議会でもやっていると思いますけれども、

地方にできることを地方がやるんだったら、当然税源も移譲しなければならない

し、そうでないと何でも中央に陳情が来るでしょう。これは大きな問題ですね。

統括補助金にしても、地方の裁量権に任せると。全部中央負担では特色を出そう

としたって、地方が自分で税源を調達しない限り地方自治なんてできないです。

そうなると格差が出てくるわけでしょう。だから調整と、それはできない。問題

は、できないままではしようがないから、改革しようということなんですから、

ひとつの結論を出してもらわないといけない。よろしくお願いします。 

（片山議員） わかりました。 

（竹中議員） では、次回は１時間半時間を取れると思いますので、ひとつ議論のほ

どよろしくお願いいたします。 
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（牛尾議員） 次回は、いつですか。 

（竹中議員） 29日の予定でございます。 

記者会見等は、いつもどおりとさせていただきます。 

また、議事録の公表までは、自らの発言を除き、対外的に明らかにすることの

ないよう、いつもどおりお願いいたします。 


どうもありがとうございました。 


（以 上） 
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