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平成 14 年第７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 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） 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
○月例経済報告について説明 
（竹中議員） 審議に入る前に、昨日の月例経済報告について御報告したい。３月の月例

報告においては、基調判断を先月までの「景気は、悪化を続けている」から、「景気
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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」と上方修正してい
る。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。 

    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し
た。景気は既に底入れしたとの見方があり、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た。ただし、その回復力については弱
いものとの意見が多数を占める。 

 
○経済の活性化戦略について 
（竹中議員） 有識者議員から資料が提出されており、御説明をお願いしたい。吉川議員。 
（吉川議員） 「経済活性化戦略の実施案」という資料について。経済の活性化戦略が６

月に向けて議論されるが、このペーパーでは、基本的な考え方をまとめている。６つ
のポイントがある。 

    第１は「１．戦略的基盤整備」。日本の国を今後どうするかというときの一つの大
きな考え方として、やはり科学技術立国が必要で、これが基本的なコンセプトになる。 

    もう少し広く言えば、昨年閣議決定した「骨太の方針」以来の考え方は、食べ物、
デザイン力といった芸術的なもの、アートも含めた広い意味での頭脳立国と考えても
いいが、そこが経済の付加価値の源泉だ。経済の付加価値はマクロではＧＤＰと言う
が、付加価値についてどこの国でも作れるものをまねても 21 世紀の日本の将来はな
い。自分の頭で考え出した科学技術、芸術、広い意味での文化が価値の源泉だ。これ
が一番基本の考え方だ。そのことをしっかり国の方針の基に据え、いろいろな政策を
具体的に進めていただきたい。 

    ◎以下はすべて例で、産学官の連携が必要だとか、研究分野を選択・集中する。こ
のため、司令塔として総合科学技術会議に重要な役割を果たしていただくことも議論
した。 
  ２番目は「２．雇用拡大に資する生活産業の創造・発展」。昔はテレビが欲しい、
洗濯機が欲しい、それは海の向こうにあって、まねていればよかったが、日本が豊か
になり、生活の面でも世界のフロンティアになってきた。我々日本人の生活を更に豊
かにするには何が必要か。そこにチャレンジがある。高齢化が進むし、環境の問題も
ある。これらは、世界の先進国が直面している問題で、出来合いの解決策をまねはで
きない。フロンティアにあって、日本が世界に範を垂れる形で、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「生活産業」である。以下具体的な例で、
島田晴雄先生が御尽力されている分野が書いてある。 

    ３番目は、「３．起業・廃業の促進」。実際に経済の活力を保つためには、新陳代謝
が非常に重要で、この点については、６月までに活性化のいろんなプログラムを具体
化していかなければいけない。今日は、牛尾議員から詳しい話がある。 

    ２枚目は「４．『眠れる』経済資産の活性化」で、大学を活性化する。高齢者がた
くさん資産を持っているが、もう少し有効に活用できないか等を書いている。 

    ５番目に「５．グローバル化による活力再生」。我々はアジアの国々とどのように
付き合っていくのか。昨日だったか、流通の分野で海外から日本に大きな参入があり
ニュースになった。非常にわかりやすい具体的な例だが、海外の資本、人材が日本に
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ことは大変大切なことだ。 

    ６番目は、「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。
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だ。 
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  一番下にスケジュールが書いてあるが、今申し上げた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年間を集中的な実行期間として、こうした活性化案を
一つでも具体的に進めていただくということが必要という提案をしている。 

    この経済活性化の考え方をまとめる上で、我々は有識者の方々から、大変広範なヒ
アリングを行った。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」だ。有識者の方が言われていることは、今報告した資料と方向としては一致して
いると思う。科学技術立国、頭脳立国といったようなことが必要で、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り、それを大胆に変えていく。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ということだ。 

（竹中議員） 次に、牛尾議員どうぞ。 
（牛尾議員） お手元にある「起業・廃業しやすい社会の構築に向けて」について。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、検討会を開いた。 

    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、最近は 3.5％に下がってきている。アメリカは、創業が全企
業の 13.9％で、廃業が 11.7％。それに比べて日本の場合、最近は、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。開業に関しては、かなりい
ろいろ言われたが、廃業に関しては、日本ではやめにくい社会で、中小企業の経営者
でもやめたい人は多いが、やめると根こそぎ家等、ほとんどの私財を持っていかれて
しまう。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やめようと思うと、在庫も売り掛
けもみんな不良資産になる。結局 4～500 万しか儲からない会社でも、やめるとなれ
ば 5,000 万、１億かかり、社長に取り立てに来る。そういう意味で債権取り立ての範
囲の見直し、個人保証も、あくまでも社長としての個人保証は有限保証で、どこかで
切ってしまわないとだめだ。また、強引な取り立ても放置されている。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する方が、非常に回転が早くなると内閣
府並びに経産省にお願いをしている。やめられないので、金を借りて、やればやるほ
ど赤字が雪だるま式に増えて、やめるときには家も何もかも持っていかれてしまう。 

    アメリカは、家とか、自動車とか、２年間の生活費等も残るが、アメリカ人は、そ
んなに体を張って経営をやらず、もっと手前の有限保証の間でやめる。個人保証はあ
るが、資産の問題にはならない。 

    大企業のＭ＆Ａはあるが、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。そういう意味で、一回廃業について真剣に考えてみようとい
うこと。特に不良債権問題が最終的に決着するときに、貸している先の７割は中小企
業で、それが倒産するわけで、上手に倒産させてあげないといけない。全部政府が面
倒を見たら、その分だけまた不良債権が増える。そういう点で、起業と廃業というも
のを並べて、一回真剣に取り組んでみようということ。 

（塩川議員） それには大賛成だ。 
（牛尾議員） これからは廃業と起業を並べて考える。後で平沼大臣がお話しになられる

が、御協力を頂戴して、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」で、
これは、吉川議員が説明されたように、ＩＴ関係に関して、ＩＴ戦略本部が大変強い
プロモーションをしている。サービス産業に関して、島田特命顧問が非常に力強くや
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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
るのが製造業だ。製造業で日本製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、ということを分かってもらう
ために、１つは経済産業研究所の所長の青木教授の所で「『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、もう一つは、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
うとしている。 

    このアイデアは、アメリカが 1989 年にＭＩＴを中心に「Made in America 」とい

う研究を２年間やった。それを敷衍
ふ え ん

したのは、「ヤング・コミッティー」で、ヤング

は知的所有権が一番大事だと言ったが、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。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、
「ブランド・ニッポン」と仮称で決めたが、実務的には東大工学部の小宮山教授達と
作業に入っており、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やってみようかと考えている。 

（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、それ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趣旨だ。もう一点、総合科学技術会議等々の関係もあり、
民間議員同士で話し合いの場を持ったりしている。 

（平沼議員） お手元の資料で、まず、活性化とは、企業と国民が実際に動くことに尽き
る。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。 

    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ことが
大事で、（１）「国家経済」（２）「産業・企業」（３）「個人・個人事業者」（４）「政府・
自治体」という形で、全力を投入すべきだ。 

    下段の「重要課題」。（１）で国家経済について記述しているが、目標は２つある。 
    第１は、次世代を担う人材を増やす。逆に少子化を逆手に取って、あらゆる手段で

反転させなければいけない。少子化に甘んじるのではなくて、極端に言えば、少子化
を、もっと赤ちゃんを生むような活力に変えていくことが必要だ。 

    先ほど吉川議員の御指摘もあったが、第２番目として、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。 

    ２ページ目、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。ただ、政府だけがバックアップせず、一方で産
業・企業にも自らの変革を求める。ここは、具体的に書いてある。一番下で、サービ
ス経済について少し申し上げたい。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。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。 

    ３ページ目、個人個人の事業者の挑戦。これは、起業家精神のこと。先ほどの資料
にもあったが、ＩＭＤの世界競争力の年次報告で、日本は「起業家精神」、「起業」は
最下位で、国を挙げて起業家のような挑戦者を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。 

    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



 

 5

ていくという視点が重要で、これも既に御指摘があったが、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。 

    最後に、税制の面の改革で、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。 

    以上、基本的な視点な視点を申し上げたが、詳しくは、（別添）の「創業・新事業
支援について」で細かく書いている。指摘のあった起業と廃業も、税制の問題、資本
金の問題とか、いろいろあるので、そこは詰めていきたいと思う。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ、自由に御討議願います。 
（塩川議員）  良いことを教えて貰った。これを肉づけしていくと良いと思う。 
    私は基本問題を考える場合、経済政策の一環として、日本の家族の在り方を根本的

に見直してみたらどうかと思う。中小企業の廃業ができない原因は、やはり家族だ。 
    相続税にしても、50、60 才になっても父親から相続を受けていないという話があ

る。これはどうにもならない。60 才の方が、孫がいるのに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。 

    もう一つは、相続税、贈与税について。贈与するにしても、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人達を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。相続税
を先倒ししてはどうかと言った。すると、弁護士会から、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指摘があった。民法に対抗するだけの根拠が
必要だと弁護士に言われ、そういうのをやって貰った。 

    また、家族問題で大きい問題は定年だ。70 才ぐらいで元気な人が、定年を迎える
と厄介者扱いだ。これでは余りにもかわいそう。こういう人達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良い。 

    こんな問題を、政策として打ち出し、これまでの改革と合わせてやるわけにはいか
ないかなと思う。 

（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、部分的には早くやる。 
（竹中議員）  家族の問題は、税の思想に非常に端的に反映されると思う。そこに大変問

題意識を持っているということですね。 
（塩川議員）  ここで、理念を確立してもらえば、主税局にも話を下ろしやすいと思う。 
（竹中議員）  今の点で本間議員、課税単位の話で意見があればどうぞ。 
（本間議員）  税制改革は、これまでは個人課税という建前でやってきた。家族の要素に

ついては、配偶者控除、配偶者の割増控除あるいは扶養控除という所に家族単位課税
的な色彩があった。しかし、色々な考え方があり、家族のあり方が多様化してきてお
り、考え方も揺いできている。 

    この辺りは、所得税の課税最低限との関係の中で、どう整理するのかということと、
相続税、贈与税のストック活用のときに、どういう哲学でこれを考えていくのかにつ
いては、相矛盾する部分もあるが、きちんと整理する必要がある。 

（奥田議員） 今度の春闘の件でお話したい。原則としてベースアップは殆どなしという
ことで決着した。そのとき組合員には、「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、国家も企業も変わるということ。あなた達にとって、また、21
世紀の日本人にとって、どういうライフスタイルが良いのか考えて欲しい。」と話を
した。それは、今後、労使間で年に４～５回は話し合って、制度の問題等の議論を、
問題意識を持って話し合うということだ。 
そういう話を進めると、田舎は家が広いので、病院から引き取って家族の介護もで

きる。しかし、今の大都市、中都市の普通のサラリーマンで、自分の家で介護できる
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家を持っている人は少ない。それで、結果的には大家族制は崩壊していく。そして、
心の豊かさが失われ、思いやりのない子どもが増える。これは色々なところで関係す
る話だ。財源の問題もあるが、根本から見直さないと、日本の21 世紀は変わらない。
今までのやり方の延長線になる。これから組合と鋭意、国家の諸制度等について考え
直すということで組合側も了解した。 

（片山議員） 経済活性化の一つは、人づくりだ。科学技術立国、頭脳立国のいずれもそ
うだ。ところが、今のペースで少子化が進むと、2009 年には全員大学に入れる。そ
うなると、今の大学、大学院をどう考え、高等学校、中学校、小学校をどう扱うかが
問題だ。 

    大学は、独立行政法人化で非公務員型になるという。大学というものをもう一度考
え直す必要がある。 

    この前、北京大学に行った。北京大学はベンチャー企業をやっており、大変儲けて
いる。今度日本にも会社を作るそうだ。 

    このような例をみて、大学全入時代が来ることを考えると、経済活性化と教育制度、
大学制度等を全体で考える必要があるのではないか。大学を起爆力とすることも検討
しなければならないのではないかと思う。 

（小泉議長）  大学に全員入れるようになる。一方で、若い人が少なくなり、逆に高齢者
が増える。ホテルを結婚式場だけでなく葬儀の方にも使うようになった。若い人より
も高齢者の方に産業が向いてきた。 

    昨日、与党の方から、「休暇を増やすと経済効果はプラスになる、休みが多過ぎる
ので、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。」と言う話が
あった。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
あるのだろうか。 

（塩川議員） 細かい数字はないが、感覚的には確かに増える。 
（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。つまり休日が多いと百貨店の売上が増える。 
（塩川議員）  食堂だけでも増える。 
（竹中議員）  それは、かなりはっきりしている。だた、長期の場合にどうかという論点

はある。 
（牛尾議員） 観光もそう。間違いなく芝居も増える。音楽会も混む。 
（小泉議長）  春夏秋冬とか、四季で集中休暇を取ると経済効果が上がると言うが、どう

か。 
（奥田議員） それはあるのではないか。私共も、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が、２つの典型的な例がある。 
    一つは日本みたいに盆、暮れ、正月とかそういうときに集中的に工場を閉め、全員

がバケーションで出かける。観光地は超満員で大混乱になるが、普段はがらがらに空
いている。 

    もう一つは、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
になるが、交代制で休み、家族で出かけるというもの。アメリカは後者の方が多いよ
うだ。 

    21 世紀を迎えて、会社として、休日の問題と工場の操業の問題を考えていく必要
がある。 

（塩川議員）  ヨーロッパは、ワークシェアリングをやっていて、一般労働者が週４日制
になっているところもある。すると、学校も週４日制にして、その代わり夏休みをな
くす。クリスマスの時だけ１週間休む。それ以外はずっと開ける。すると、家庭にワ
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ークシェアリングが定着してくる。そういう新しい姿を考えていったら良い。 
（奥田議員） 日本の盆、暮れの大混乱で 50 キロ渋滞等が起こるというのは、本当にば

かげた話だ。２か月位、交代制で休む等すれば随分違うのではないか。 
（小泉議長） 税金を使わないで一番経済効果が出ると言う。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だ。他に１週間という休暇で集中的に休め
ばどうだろうか。 

（塩川議員）  これは確かに世の中を変える。 
（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

人がいる。 
（塩川議員）  私は、サマータイムを提案したことがある。これはヨーロッパでは各国や

っている。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という。サマ
ータイムを一回考えてみてはどうか。切り替えが大変だと言うが。 

（牛尾議員） 世界でやっているのだから大したことはない。 
（奥田議員）  何でサマータイムに反対したのか良く分からない。 
（牛尾議員）  昔、一回やったが、２年ぐらいで止めた。 
（竹中議員）  一連の議論として、休日の増加と分散について、恐らく消費は増えるだろ

う。また、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るので、
休日の増加と分散について、所得と価格を通してどのぐらいの効果があるのかを、吉
川議員を中心に調べてもらうということでどうか。 

    他に、活性化について御議論があればどうぞ。 
（本間議員）  片山議員が言及された、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いる。大学の場合、成果の評価の点が軽視され、悪平等主義的
な部分があり、研究、教育の内容及び社会への貢献という点で問題がある。 独立行
政法人化の問題が控えているが、大学は相当意識改革しないといけない。独法化への
被害者意識だけで議論をしており、大学における研究・教育の改革に対して政府全体
でプッシュ・バックアップする仕組みを考える必要がある。 

（塩川議員） そう考えると、経常費補助の 3,200 億円はもったいない。重点的に額を増
やしても良いから、特化したものに区分ける必要がある。 

（平沼議員） 確かにサマータイムとか休日は、当面の活性化としては意味があるかもし
れないが、小泉構造改革を進める経済財政諮問会議としては、吉川議員が言われたよ
うな本質的なところで活性化をやっていく必要がある。「ワン・オブ・ゼム」である
のは良いが、話がそちらばかりになると少しおかしいと思う。私は本来の活性化論議
を進めたいと思う。 

（塩川議員）  それは、その考え方の方がオーソドックスです。 
（竹中議員）  それでは、吉川議員から６つの重点項目を頂いたが、これを一つずつ具体

的な形にしていくのが今後のプロセス。とりわけ、特に６つの中で、総合規制改革会
議とのタイアップという意味もあり、構造改革特区の話と、頭脳立国の要としての大
学、この辺りから民間議員を中心に詰めていただくということとしたい。 

    それでは、税制の議論に移りたい。本間議員お願いします。 
 
○税制のあり方について 
（本間議員）  前回の会議での議論を受けて３月あるいは４月に論点整理をすることで準

備に取りかかっている。本日は、基本的な観点をまとめた資料を提出した。 
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  税制問題は、経済活性化の問題とも関連する問題であり、４つの軸を税制改革のス
タンスに設定して説明したい。 

    1 番目に、日本の税制は、シャウプ税制改革で総合所得税、包括所得税という形で
スタートしたが、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、潜在的成長率が高かったこともあり、経済活性化という視点が抜けてしま
い、パイの分け方に力点が置かれた分配型になっていた。このことが、産業構造や就
業構造の面で生産性の低い分野を温存させ、成長分野の足を引っ張るという構図にな
っている。これからは、価値創造型の税にすることが経済活性化にとって重要である。 

   その点で、現在の税制は「狭く、厚く、複雑」である。これを「広く、薄く、簡素」
な税制にもっていく点では、各国とも 80 年代から 90 年代前半に、構造改革という視
点から行っている。我が国の場合は、直間比率是正という点では第一歩を踏み出した
が、それぞれの税制については先送りされてきた。経済活性化との観点では、課税ベ
ースをできるだけ広げ、限界税率を引き下げることが、まず重要な視点になると思う。 

    政策税制が、複雑怪奇に税制の中に織り込まれており、ゼロベースで見直す必要が
ある。価値創造型の税制にするためには、選択と集中により生産性を高める方向に組
み替えていく視点が重要だ。これは、課税ベースと税率構造と、セットで進めていか
なければならないテーマだと思う。 

    また、見直しの過程では、個別税制で増減税が発生する可能性がある。これまで、
個別税制の中での中立的なイメージで狭い形で議論されてきたことを考えると、税の
大幅な組み替え、中長期的には消費課税のウェートを高めることも含めて検討すべき
だ。しかし、集中調整期間中は、経済活性化のプライオリティーが高いことはやむを
得ないと思うし、財政規律とどのように両立させるかも重要なテーマである。減税財
源を一方的に国債発行に委ねることは、金利高騰等の問題も含めて望ましいことでは
なく、改革の効果も見えてこない。削減すべきは削減し、その財源を活用しながら経
済活性化に向けて税を価値創造型に移し替えていくことが重要だと思う。 

    更に、グローバル化への対応、あるいは少子高齢化の進展がある。グローバル化の
点では、国際的な整合性が極めて重要である。また、外国へどんどん出ていく状況は、
所得税の在り方や法人税の在り方も含めて深刻視すべきテーマであり、我が国にイン
フローさせるメカニズムがほとんどないことは大きな問題点だ。少子高齢化の進展で
は、高齢者が大半の資産を保有していることを考えると、これをいかに活性化につな
げていくかという論点が重要なポイントだ。そのためにも、貯蓄重視型から投資優遇
型の税を強く位置づけて推進することが経済活性化の大きなポイントである。 

    ２番目は、これまでの税制改革では時間軸を明確に意識してこなかった。小泉構造
改革においては、中長期的な整合性を取ることは重要な視点だ。集中調整期間、ある
いは「改革と展望」の中で経済活性化を前半に位置づけるとしても、中長期に望まし
い税制との整合性を担保し、アドホックな形での税制改革は排除する必要がある。ま
た、例えば、年金制度では法律の附則で公費の充当が盛り込まれているが、これをど
のように具体化していくのか。あるいは、今後の医療制度改革で、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くと、社会保障制度改革と税のあり方は
連動するテーマであり、このスケジュール管理をきちんとやっていく必要性があると
思う。 

    ３番目は、税制と歳出。特に社会保障、国と地方の問題、特定財源の問題はこれま
で十分に検討されてこなかった大きな３分野だ。この際、税制と歳出を一体的に検討
することが必要である。 

    ４番目に、受益と負担の関係。これは、財政で提供する公的サービスと負担の関係
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である。予算配分、あるいは執行問題における不満が短期的にはあるが、中長期的に、
現代世代に提供されているサービスに比べて負担が低いことは、国債発行のストック
やフローを見れば明らかだ。その点で、現代世代と将来世代の負担の公平を、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を念頭に置きつつ、どのよう
な形での受益と負担で達成していくかが重要なポイントである。 

    更に、都市部と地方部では１人当たりに提供される公共サービスが極めて違う。こ
れが都市部では小さな政府を、地方部では大きな政府を指向するという非対照的な動
きにつながっている。これら地域間の税源配分との関係も議論をしなければならない
テーマである。 

    また、世代間の資産分布の状況と負担の在り方については、現代世代から高齢者世
代には社会保障制度を通じて極めて大きな移転が行われている。その結果、高齢者世
代では資産保有が極めて厚くなっている。これを現代世代にどのように回すかという
問題も世代間の公平の問題と歳出の検討の中で問われるべきだ。 

    最後に、税制に対する信頼は、税制改革を打ち出す側のクリーンハンドの原則が前
提になっている。同時に、徴税、納税体制について国民が納得するものであることが
重要である。その点で、歳出の見直しも含めてやらなければならないが、徴税する側
から便利である源泉徴収制度は、負担する側には麻痺を起こさせる面もある。タック
スペイヤーとしての自覚を担保するためには、今後申告納税制度のあり方も含めて、
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、例えば社会保
障の番号や住民台帳的な番号とどのように組み合わせているか―も検討を要するテ
ーマだと思う。 

（片山議員）  「地方税制を取り巻く現状と課題」ということで４点提示している。 
    １番目は、「地方の歳出規模と地方税収入の乖離」。平成７年度から 11 年度までの

決算の５年平均で、収入は、国が 60.2％、地方が 39.8％、３対２、最終支出は、国
が 36.4％で、地方が 63.6％、逆に２対３となっている。今後、地方の歳出はどうな
るかと言うと、総理が言われるように「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」となると、この 63.6％は更に増えてくる可能
性がある。歳入総額に占める地方税の割合は、54 年度 32.5％、平成元年度が 42.6％
で、現在は 33.7％と支出に見合った収入がないから地方税の比率が低い。収入と支
出の差は 23.8％で、これは大雑把に言うと国庫支出金と地方交付税ということにな
る。 
２番目は、「地方税における応益性の空洞化」。国税は能力に応じる応能税、地方税

は受益に応じる応益税と考えているが、いわゆる税の空洞化で、個人住民税の所得割
は約２割が非納税義務者となっている。課税最低限は、国が384 万 2,000 円、地方が
325 万円であり、約２割が負担していない。また、法人事業税は、法人税とリンクし
ているが、約７割の法人が赤字であり、収益課税なので税負担がない。 

    ３番目は、「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」。個人住民税は基幹税目だが、平成３年度 11.3 兆円が
平成 11 年度には 9.1 兆円に減少した。減少した理由は、欧米並みの税率にし、負担
を均衡化しようということでの大減税と、不況による。都道府県税としての法人事業
税、法人住民税は、平成３年度の 7.4 兆円が、平成 11 年度には 4.5 兆円になってい
る。これも減税と景気の状況による。 
固定資産税は、市町村の基幹税目であるが、11 年度決算 9.3 兆円が 12 年度決算見

込みでは９兆円になり初めて減少した。特に東京都は6.1％減となっている。これは、
評価を公示価格の７割にリンクしたが、地価下落によって税収が下がっている。 
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    ４番目に「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
収となるが、東京都を 100 とした場合の１人当たり税収は、地方消費税が比較的偏在
が少ないが、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、東京を100
にすると岡山でも 50 を切り、沖縄は 31.1 だ。法人２税も、東京を 100 とすると、大
きな差がある。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というこ
とだ。どうしても、地方交付税的な財政調整制度が必要となる。現在の地方交付税は
財政調整の上に、財源保障という機能もあり、どちらかと言うと財源保障の面が強い。
税源移譲により財源保障の機能を落とし、富裕団体とそうではない団体との財政調整
にできるだけ特化した方が全体の地方財政にとってはいいのではないかと考えてい
る。 

（竹中議員） 本日の議論を総括すると、デフレ対応策については、今のところ相場には
いい傾向が出ているが、年度末の２週間、引き続き注視する。休日の増加、分散や経
済活性化の特区等の個別項目については今後、報告をお願いする。税制については、
本日の重要な問題提起を踏まえ、次回に集中的に議論することにしたい。 

    総理、お願いいたします。 
（小泉議長）  税の問題は、地方分権改革推進会議などでも審議していると思うが、地方

にできることを地方がやるんだったら、当然、税源移譲しなければならない。統括補
助金にしても、地方の裁量権に任せる。全部中央負担では、地方が特色を出そうにも
出せないし、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。そうなる
と格差が出てくるわけでしょう。だから調整と。それはできないと。できないままで
はしようがないから改革するということであり、一つの結論を出して欲しい。 

（片山議員）  わかりました。 
（竹中議員）  では、本日は終わりたいと思います。ありがとうございました。 
 

  （以 上） 
 


