
平成 14 年第８回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第８回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 3 月 29 日(金) 17:33～18:58 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席者 

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 

石 弘光 税制調査会会長 

（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） 

○税制改革の検討課題（論点整理）（有識者議員提出資料） 

○参考資料 

○「地方分権時代」にふさわしい地方税制の構築（片山議員提出資料） 

○経済活性化・競争力強化の観点からの税制のあり方（平沼議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから、今年第８回の経済財政諮問会議を開催いた
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します。 


本日は、お忙しいところをありがとうございます。 


（報道関係者退室） 


（竹中議員） それでは、本日の議事について御説明いたします。 

本日は、税制の在り方について御審議をいただきます。 

本日の議題に関しましては、内閣府設置法24条第１項の規定に基づく関係する

審議会の長といたしまして、石税制調査会会長に御出席をいただいております。

ありがとうございます。 

議事録の取り扱いは、いつもどおりとさせていただきます。 

○税制のあり方について 

（竹中議員）  それでは、有識者議員から資料に基づいて御説明をお願いいたします。

（奥田議員） それでは、私からお手元にございます「税制改革の検討課題（論点整

理）」につきまして、これまでの諮問会議での議論も踏まえまして、民間議員側

の論点整理ペーパーということで、ポイントを御報告いたしたいと思います。 

「１．基本認識」のところですが、これから目指すべき日本の経済社会は、こ

れまでもずっと議論をしてきたとおり、グローバル化あるいは少子高齢化、こう

いった環境変化に対応ができる、企業や個人の創意と挑戦によって、民主導の経

済成長が実現できるとともに、個人が多様なライフスタイルを選択できて、全員

が広く薄く負担を分かち合うような社会、こういうものであるという認識でござ

います。 

次に参りまして「２．新たな経済社会を実現する税制改革の在り方」というの

が２ページにあると思います。 

そのような経済社会の実現には、国の骨格を成す税制を抜本的に改革していく

必要があります。 

更にこれは税だけではなく、社会保障制度の抜本改革、歳出構造の改革、規制

改革などを一体的に行っていくということが重要であると考えております。 

今回の税制改革におきまして、最も重要な理念は、経済と社会の活力を最大限

に引き出していくということであると思います。従来の「公平、中立、簡素」と

いった原則も、こうした観点から再定義をする必要があるんではないかと考えて

おります。 

こうした理念に基づきまして、税制改革の検討課題でありますが、３ページ以

下に１から５までの５項目を挙げてございます。 


１活力を引き出し、国際的な整合性を重視する税制。 


２多様な選択を可能にし、全ての人が社会に参画できる税制。 


３長期にわたって安心を支える税制。 


４地方の自立と特色ある発展を促す税制。 


５透明で公正な、納税者が納得できる徴税システム。 


こういうことであると思います。 
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この中で特に重要なことは日本の強みであります、ものづくりや、科学技術の

面で国際競争力を一層高めていくなど、活力を引き出していくことであると考え

ております。 

一方、政府は政府にしかできないこと、こういう事項を効率的に実施していた

だいて、国民負担率の上昇を抑制していくという観点が重要であると思います。 

また、５の納税者の納得ということでございますが、受益と負担の関係の明確

化という視点も必要だと思います。 

例えば、特定財源制度の見直しに当たっては、受益と負担の関係が明確になる

という利点を生かしながら、効率化の観点から制度の簡素化、縮小ということを

早期に図る必要があると考えます。 

「３．税制改革の取り組み方とスケジュール」でございますが、税制改革の実

施には、時間軸に沿った整理が必要であります。 

別添の２ページの２．にスケジュールの概略は書いてございます。このうち、

最初の集中調整期間では、特に経済活性化に重点を置き、そのための財源として

構造改革の成果を活用するなど、戦略的な改革を行っていくことが必要であると

考えております。 

こうして成長軌道に乗れば、その後の期間で歳出の徹底的な見直しを前提とし

て、広く薄い負担などによりまして、持続可能な財政構造を構築していくという

ことを視野に入れる必要があると思います。 

私からの概略は、以上でございます。 

本間議員から補足をしていただきたいと思います。 

（本間議員） それでは、今、奥田議員の方から論点整理メモのお話がございました

ので、私は税制改革の検討課題を補足させていただきたいと思います。 

8 0年代から90年代にかけての欧米の税制改革で問題視されたテーマ、課題を日

本経済に適用するという形で柱立てをしたのが、税制改革の課題であります。 

理念の部分のところから、実は80年代に租税理論が飛躍的に発展をいたしまし

て、かなり基礎的な研究が、現実の税制改革のスタイル、あるいはスケジュール

に対して大きなインパクトをもたらしたというのが諸外国のケースでありまして、

それを日本経済にどのように敷衍していくかということが大事であろうと思って

おります。 

活力を引き出し、国際的整合性を重視する税制は、先ほど奥田議員の方から、

お話が出ましたけれども、共通の認識であります。 

アプローチとしては、課税ベースをできるだけ広げて税率構造の見直しという

形で、税が経済に対する歪み効果をできるだけ小さくするということであります。

それはグローバル化した経済の中では、国際的な資本コストあるいは労務コスト、

こういうものが明確に意識されて、足の早い所得を中心にしながら資本コスト論

争まで発展したというのがこのテーマであります。 

更に、日本の場合の特殊な問題として、欧米では貯蓄が過少で、そのことが非

常に投資に対して抑制的に機能して生産性を低めたわけですが、日本の場合には
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貯蓄が過剰です。しかしそれが投資に回らないという固有の環境がございます。

これに対してどのように対応していくかということになりますと、貯蓄重視から

投資重視への転換が必要。 

これは、ＥＵの統合等で資本性所得、金融所得はひとつのキャピタルマーケッ

トに統合化されていく中で、実は二元的所得税論というのが各国で意識され始め、

この流れの中で現実化していくということもあるということであります。 

２番目は多様な選択を可能にし、すべての人が社会に参画できる税制でござい

ますけれども、今までは公平というコンセプトが、お金持ちと、そうではない人

という紋切り型の分類であったわけですが、非常に人権的な意識が高まる中で、

ノーマライゼーション、すべての人が意欲ある限り社会に参画できる社会状況を

整備して、そしてチャレンジ度というような言い方がされるわけですが、障害者

の方々も納税ができる環境をつくっていくというような考え方まで出てきており

ます。 

結婚、出産、就労などの選択にとどまらず、実は、男女の問題あるいは老若の

問題、障害の有無の問題等が税制上の措置によって、今の参加型の社会に対して

どう影響しているかということを問題視する見方というのが出て、これが公平と

いう考え方、機会の平等という考え方につながっているというのが実際でありま

す。 

もう１つは、日本の経済の特徴でございますけれども、高年齢者層が非常に大

きな資産を保有しております。こういう状況の中で、社会保障制度では現役世代

から高齢者世代に資産移転が税を通じて、あるいは、社会保険料を通じて行われ

ている。このこと自身が全体として消費抑制的で貯蓄優遇型のパターンにつなが

っているということもございます。この点、社会的にアセットの回し方によって

経済の活性化にどうつなげるかという問題意識がございます。その点で、相続税

と贈与税の在り方、これがまたひとつの大きなテーマあろうと考えます。 

更には、多様な公益性というものを社会の中にどう入れ込むかということも、

とりわけ90年代に入って各国で大きな関心を呼びました。ＮＰＯ、ＮＧＯ、ある

いは連帯革命、アソシエーショナル・レボリューションという言葉まで使われま

して、多元的に公益性を追及していくアウトソーシング型の社会というものを考

えますと、寄附税制の在り方というものも非常に大きなポイントになるというこ

とで、各国とも寄附税制が大きなテーマになったということであります。 

３番目は、長期にわたって安心を支える税制ということでございます。これは、

高齢化が進む中で、政府のコミットメント、年金でありますとか、医療でありま

すとか、介護でありますとか、そういうことが潜在的に歳出増につながる状況下

の中で、国民が持続可能性に関して不安を抱くというようなことは、各国共通で

あったわけであります。その点で、いずれの国においても公的年金の抜本的な改

革というものが念頭に置かれ、それと同時に、国税、地方税、社会保険料などの

負担のありようを包括的にとらえて、歳出面とリンケージしながら、国民負担の

推移をながめながら全体の負担を設定するということも実際に行われてまいりま
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した。 

当然のことながら、財政規律、プライマリーバランスの問題というのは、質の

高い政府というものを実現していく基礎条件として重要なポイントでありまして、

これについても、やはり各国において注意深い設計というものがシーリング等の

手法も含めていろいろあったわけであります。 

更には、この問題をばらばらにやっているということが、かえって国民に不安

感を与えるということで、全体の中に入れ込むという努力も行われてきた。我が

国においても、このような問題をきちんと国民にわかりやすく総合的に示す必要

がある。特定財源の問題もコストとベネフィットの考え方、こういう観点からど

うであるかというような見直しの問題。 

地球環境に配慮した社会の税制、安全性に配慮した税制の在り方等も共通のテ

ーマであります。 

４番目に、地方の自立と特色ある発展を促す税制。これはまた国際的に極めて

重要な流れを形成しております。 

我が国の特有の問題としては、国と地方の財源配分の問題。基礎的な財政的水

準を維持するための財源保障の問題。更には地域間のアンバランスを調整する財

政調整の問題がある。この３つの問題を踏まえながら、どのように仕分けをして

いくのかということも非常に重要なポイントになってくるということであります。

この問題を改革してまいりますときには、当然地方交付税の在り方、税源移譲

の在り方、補助金の在り方、更には地方税における新税の在り方等について幅広

く検討をする必要があろうかと思います。 

こういうことをやってまいりますと、当然のことながら、徴税システムに対す

る透明感、公正感、国民にとって納税できる状況をどうつくっていくかというこ

とが、各国ともに実務的には非常に重要なテーマでありました。 

これに対して我が国では今、ＩＴ化による電子申告、ＩＤ、社会保障個人会計、

徴税の効率化、更には統合化に向けて検討をし、一層の信頼性を担保するという

ことが必要になってこようかと思います。 

業種間の所得捕捉率格差という、いわゆる「クロヨン」、「トウゴウサン」的

な問題。更にはサラリーマンの納税意識をスポイルしている、源泉徴収制度の在

り方を、申告納税の導入を含めて検討をする必要があろうかと思います。 

今後の消費税は、極めて財源的には期待されるところが多いわけでありますけ

れども、それが抱えております益税、あるいは帳簿方式に伴う執行上の問題点。

こういうようなことも考えていく必要があろうかと思います。 

そのような項目をきちんとやっていくということになりますと、税制改革の取

り組み方が、先ほど奥田議員の方からお話がございましたけれども、包括的な税

制改革の中で明確な理念をどう貫くか、歳出構造の改革と一体化した改革、更に

は、社会保障、地方財政と一体化した改革、単に税の範囲の中にとどまることな

く、増減税の収支というものを政府全体のバランスシートを考慮しながら考えて

いくという総合的な検討というものが、求められてくるだろうと考えております。
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それと同時に、国民が将来に向かって不安を抱いている大きな理由は、どうも

日本の意思決定が非常に近視眼的で、予算編成等も含めてその場しのぎの政策で

行われていること。持続可能で、しかも計画性のある改革のイメージというもの

がなかなか持てない状況というものが不信の原因にもあろうかと思います。 

その上で時間軸をどのように設定し、抱えている問題を国民にきちんと明らか

にしながら、確実にステップ・バイ・ステップで税制改革というものを実現して

いく必要性があろうかと考えます。 

昨年から基本方針の中でも、工程表の中でも、更には今回の中期展望の中でも

念頭に置いてきた時間軸というものは５年間でございました。前半の２年の集中

調整期間と、残りの３年という形で一応区分がなされて議論が経済政策立案の中

で念頭に置かれていたわけでありますけれども、税制改革においても、とりわけ

デフレ対策ということで税の問題が一時全面に出たと、期待を抱かせたというこ

とはともかくとして、集中調整期間の中で戦略的に活性化に重点を置きながら税

制改革を実施していくということも当然必要になってこようかと思います。 

その流れの中では、増減税が生じる可能性がありますし、とりわけ集中調整期

間には減収が起こってくる可能性もございます。これを構造改革の成果の活用と

いう形で改革還元型の税制改革というものを実施し、構造改革が目に見える形で

進んでいることを示す。 

例えば、歳出削減、特殊法人改革、行政改革、更には利用されていない国有財

産等の財源の問題を将来の改革の方向性を明示した上でどのように還元をしてい

くかということは、これとセットになって行われなければならないという具合に

思います。 

しかし、短期的な税制改革を行う場合でも、構造的、恒久的な改革と反するよ

うなやり方というは厳に慎まなければならないわけでありまして、これまでの政

策税制の徹底的な見直し、サンセット方式の導入を一方に置きながら、戦略的に

我々が構造改革を進めていく上で、あるいは戦略的なフロンティアの拡大に資す

るような減税というものをどのように実行していくかということもひとつの論点

になろうかと思います。 

後半の問題については、やはり、これ以降の期間を考えますと、社会保障制度

等の歳出増が国民負担率を高騰させるというようなことが、容易に予想がつくわ

けで、その前に国民がきちんと税に対する信頼を抱けるような質的な税制改革と

いうものを、歳出構造の見直し、あるいは行財政全体の見直しの中で完成してい

くということが重要になってこようかと思います。 

この中で経済状況を見据えながら、プライマリー収支改善に向けての努力であ

りますとか、あるいは将来の最終的な国民負担率のありよう等をきちんと見据え

て、持続可能で時間的に整合的な制度改革を実現していくということが、今回の

税制改革では求められているという考え方であります。 

最後に、新しい税の租税三原則ということで「公平、中立、簡素」というもの

は、実は「公正、活力、簡素」と同義であるということを付け加えておきます。 
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私の方からは以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。続きまして片山大臣と平沼大臣から提出資料

に基づいて、それぞれ御説明をお願いいたします。 

片山大臣。 

（片山議員） 前回にも凡その説明をさせていただいたが、おさらいを含めまして簡

単に「『地方分権時代』にふさわしい地方税制の構築」につき説明させていただ

きます。 

目指すべき方向は、一枚紙のペーパーの一番上にありますように、「応益」、

「広く薄く」、「安定」ということでございまして、そういう観点からも含めま

して、今の地方税を取り巻く現状と課題は、歳出規模と地方税収入の乖離が歳出

の方は65対35、地方税収入は40対60でございまして、仕事に見合った地方税の確

保ということが必要である。 

地方税における応益性の空洞化は、前回申し上げましたが、課税最低限が所得

税よりは住民税は低うございますけれども、約20％を超える方が住民税を払って

いない。住民税は、言わば地域社会における会費でございまして、会費を払って

いない方がそれだけいる。 

さらに、都道府県税の主要税源でございます法人事業税につきまして、これは

法人税も同じでございますけれども、所得課税、収益課税でございまして、７割

の法人が払っていない。３割の法人のみが法人事業税を負担しているということ

でございまして、税収が一番多いところから比べますと、今、法人事業税収は約

４割減になっております。 

これは、勿論減税をしたということもありますけれども、一方では応益性の強

い地方税で７割も払わないという空洞化現象をどう考えるかということでござい

ます。３番目は、都道府県税収は法人事業税が主要で、あとは法人府県民税でご

ざいまして不安定である。 

市町村税収は、比較的安定していますけれども、税収が一番大きい固定資産税

が、この２年ぐらい減少傾向に転じております。地価が落ちておりますから、や

むを得ない面がございますけれども、ここに問題がある。 

  地方税における税収の偏在につきましては、この前に東京を100にしましていろ

いろな数字をお見せしましたけれども、これは相当偏在があるということでござ

います。 

そこで、これに対する対応でございますが、１つは国からの税源移譲等により

国税と地方税の比率を１対１にするということを、昨年の経済財政諮問会議でも

提案させていただきましたが、これを是非目指したい。 

その場合には、地域によって税源の偏在が少ない個人住民税、地方消費税を拡

充していくということが正しい考え方ではなかろうかと。 

２つ目は、空洞化対策としまして、個人住民税における諸控除の見直し・検討

によって縮小していく。法人事業税へ外形標準課税を導入していくということで

ございます。 
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３つ目の固定資産税については、いろいろな議論があり、見直しはしますけれ

ども、やはりこれが市町村の主要な税源でございますし、中心的な財政収入でご

ざいますので、手直しはしつつも安定的な確保を図る対策が必要であるというふ

うに思います。 

これで、地方の収入における税のウェートが高まることによって、住民による

税の使途に対するチェック機能が向上するのではなかろうか。 

また、地方が自らの選択と財源で仕事をすることが可能になることが、結局は

最適なものを行うわけでありますから、地域経済の活性化にも資するのではなか

ろうか。 

特に我が国は、地方の税が多いではないかという議論がありますけれども、そ

れだけ我が国の地方は仕事をしているわけでありまして、仕事に見合った税源を

もらうということは当たり前の話で、国税だけが税だなどということはないわけ

で、これから地方にもっと仕事をやってもらおうという時代に、地方税のウェー

トが高いからおかしいということは、なかなか通らない議論だと思っております

ので、そういうことを申し添えます。 

また、説明をいろいろいたします。 

（竹中議員） ありがとうございます。平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） 「経済活性化・競争力強化の観点からの税制のあり方」について、私

から少し説明をさせていただきたいと思います。 

まず、欧米諸国では経済の活性化、競争力強化の観点から国家戦略の一環とし

て、言うまでもなく、税制を積極的に活用しています。 

税制改革の基本的な考え方の提示がございましたけれども、私からも特に競争

力強化の観点から具体的な税制の在り方について御提案をしたいと思います。 

まず、１ページ目の「２．具体的内容」の（１）のところの表を見ていただき

たいんですけれども、競争力強化を実現するためには、地方税を含めた法人所得

課税負担の見直しというのが不可欠ではないかと思っています。 

この表を見ていただきますと、日米の主要企業10社の法人所得課税の実効税率

を比較いたしますと、我が国の実効税率はアメリカの約1.5 倍に達しているわけ

です。 

このため、今後の税制の在り方の検討に当たっては、課税ベースを拡大すると

ともに、いろいろ問題はあると思いますけれども、税率を引き下げる方向で検討

を進めるべきだということでございます。 

我が国の法人所得課税の実効税率が高い最大の理由というのは、重い地方法人

課税の負担があります。アメリカにおいては税制を活用した地域間競争が有効に

機能して、企業負担の軽減のみならず、企業活動が活発化して地域経済全体の活

性化が実現する。 

他方、我が国を見てみますと、地域の独自性が発揮されないまま、全国一律に

法人に過度の負担を負わせているということが言えると思います。 

今後の税率の引き下げの検討に当たっては、地方における法人の税の負担につ
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いても正面から取り組むべきではないかというふうに思っています。 

この表で見ていただきますと、下の方に太い字で書いてありますけれども、

13. 5％の格差でありまして、このうち10％以上が地方税分でありまして、ここが

日米の実効税率格差の最大の要因になっているということでございます。 

次に２ページ目をごらんになっていただきたいと思います。 

諸外国も戦略的に実施している研究開発促進税制については、この表にござい

ますけれども、日本の一番下を見ていただきますと、日本の減収額というのは410 

億円。これは、2001年度の見込みでございます。 

アメリカの減収額というのは、6,800億にも上がっております。約53億ドル。 

更に投資促進、事業再編など経済活性化、競争力強化に不可欠な分野に対して

政策税制を集中的に投入していまして、これからは国際競争力の中で我が国の事

業環境を強化していくべきだと思っています。 

そういう意味で「・研究開発促進税制」「・投資促進税制」「・事業再編関連

税制」、そういったところをしっかりとやっていかなければいけないと思ってい

ます。 

米国は、例えば、ＩＴ分野等新市場に投資促進税制の検討をしております。 

このアメリカの取組は、市場に新たに初年度30％の特別償却を認める制度の導

入を本年３月に決定しまして、経済活性化に取り組む姿勢を明確に示しておりま

す。これは、350億ドルぐらいの大型のものであるということであります。 

大体そういう形で、我が方としては経済活性化、競争力強化のために税制の在

り方を検討すべきだという御提言を申し上げさせていただきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。テーマは大変幅広いんでありますが、どう

ぞ御自由に議論をいただきたいと思います。 

片山大臣。 

（片山議員） 今、平沼大臣が言われましたけれども、法人所得課税の実効税率の制

度としての比較では、アメリカと遜色はないのです。アメリカは州と市の税が、

かなり加わりますから。例えば日本は平成11年度から40.87％になっている。とこ

ろが、例えばアメリカのカリフォルニア州は40.75％、ニューヨーク市をとります

と45.95％なのです。そこで個別の企業の実効税率に差が出ているのは、向こうは

連結納税をやっておりますね、日本の連結はこれからですから。 

それから租税特別措置の適用が企業でばらばらですから、その辺の検証がいる

ので、この表自身がどういうつくり方をされているか知りませんが、そこはチェ

ックしてみる必要があると思います。 

基本的には、日本の地方は仕事をしている。だから、地方の税が高いのは仕方

がない。国だけが全部やっているのではない。中小企業対策だって、産業振興だ

って、福祉だって、雇用対策だって、あらゆることを地方がやっているので、そ

このところが一律で困るというのは議論があるので超過税制があるけれども。特

に経済産業省関係は昔からこういう資料が多いですね。そこは是非御理解を賜ら

ないと、正式なちゃんとした税の議論になりません。 

9




平成 14 年第８回 議事録 

（小泉議長） それに関連して、今、片山大臣が言っていることは大事なので、私も

財務省から説明を受けると、日本の税率は決して高くないという説明だ。財務省

と経済産業省はよく打ち合わせをしてください。誤解を与える。私はどっちが本

当かわからない。どうして説明が違うのか。 

（石政府税制調査会会長 以下、「石会長」）  これは、税調でも20年来議論してお

りまして、20年前ぐらいに確か経団連が計算したのも出てきて、随分そこで主税

局と通産省を含めた議論をしたんです。 

  これは、例えば日本の場合、ＮＥＣが61.0％と出ています。今、片山大臣がお

っしゃったように、法定税率が40％ぐらいなんです。だから、なぜ個別に60にな

るとか、日立が50になるとか、これは余りにも乖離し過ぎている。 

この計算は恐らくある課税所得を取って、その上に地方税と国税を乗っけて割

算しますから、多分根っこにある所得の分母の方はいろいろな差があって、どこ

を取るかによってかなり恣意的なんです。償却前にやるか、今おっしゃったよう

に租税特別措置を入れるか、連結の利益を入れるか。これは連結納税がある、な

い、では随分違うし、租特の世界が随分違いますから、だから少し比較は難しい。 

恐らく、今、総理がおっしゃったように、まず自分のところで、本当の共通の

基盤で計算しているかということをチェックしないと、軽々しくは使えないとい

う感じはしますけれども。 

（小泉議長） これからの法人税改革で、こういう違った資料を出されると困る。日

本政府の同じ役所で違うというのは議論を迷わせる。よく調整してください。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 経済財政諮問会議で税制問題を扱っていくことについて、私の方から

も是非お願いしておきたいと思っていることがあるんです。 

１つは、情報の取り扱いなんです。今日の会議でもいろいろ出ておりますけれ

ども、これがいろいろ曲解されて外に出ておりまして、実は私どもの方で、今日

もいろいろな人や、党からも言ってきて、税制改正についてばらばらの意見が新

聞に報道されているんです。我々としても、議員の説明、または税制調査会の方

の説明と、これに大分てこずってしまうことがあるものですから、この会議にお

いて論点の整理をして方向性を示していくのは、当然この会議の仕事になってく

るんですけれども、情報と発表のことは厳に統一して慎んでもらうようにしても

らいたいと思っております。 

そうでないと、国会でもやられてしまう。何も決まっていないのに新聞社がや

るんです。だから、この中から出るんではないんですけれども、そういうことが

ございますだけに、今日出席の議員の方々も是非ひとつお願い申し上げたいと思

っております。 

次の基本的な理念の問題の検討です。これをこの委員会でしっかりとやってい

ってもらいたいと思っております。 

私たちとしては、これは国会でも何遍も答弁していることなんでございますけ

れども、経済財政諮問会議では、どういうことをやるんだと、政府税調ではどう
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いうことをやるんだと、党の税調はどうするんだということは各議員から国会で

追及されます。 

そこで、お願いしておきたいと思っておりますことは、これは前から言ってい

るんですが、要するに、この諮問会議においては基本的な理念・方向性というも

のを考えていただいて、具体的にはそれを受けて、政府税調、党においては具体

的なものを消化していってもらう。それを絶えず党との関係においてすり合わせ

しながら、党の方の了解を得て順次決定したものを法案化していくという手順を

取っていただきたいと思っております。 

そういうことをやらないと、国会の中の問題として扱いにくいと思っておりま

すので、是非やっていただきたい。 

したがって、全体像を６月に提示するということをやっておりますので、その

ことを税制調査会と諮問会議との間で十分すり合わせたものとして６月に出して

いただくように是非お願いして、その後において法案作成の段階で、我々は党と

の方の関係を十分責任を持ってやっていきたいと思っております。 

もう１つ、この諮問会議で検討していただくことについて、先ほどございまし

た基本問題の考え方の中で、「公正、中立、簡素」というのが、「公正、活力、

簡素」となっております。これについてもやはり議論が相当あると思っておりま

すけれども、これはこれからの議論の中で決めていただければ結構だと思ってい

るんですが、中立という言葉をどう解釈して、これをどう活力に変えていくかと

いうことをはっきり説明が付くようにしておかなければならないと思っておりま

す。 

我々が中立と言っておりますのは、いろいろな意味の中立があるんです。例え

ば、歳入と歳出の間の中立であるという見方もあるし、官と民との金の中立性を

保つということも中立であるし、貧富の差を是正していくのも公正でありまた中

立であると、いろいろなものがございますので、「公正、中立、簡素」という意

義を、「公正、活力、簡素」とするならばどこが違ってくるのかということを是

非ひとつ説明できるようにしていただきたい。 

特に、今、減税先行ということが言われているので、これに対して国会の答弁

で苦しんでいますが、減税先行の場合も活力を与えるために必要なんです。そう

であるとするならば、何時の時点かにおいては、それに見合ったものの歳入の補

充をしなければ持続的な発展というものは維持できないと思っておりますので、

そうならば、それと合わせたものの構造を考えてもらいたい。 

改革還元型という意見が出ておりますのは、そういうことであろうとは思うん

ですけれども、この点を是非ひとつ。 

私は国会の答弁でこう答えております。減税をすることがあるとするならば、

その穴埋めは必ず歳入の増ということを図っていかなければならない。「歳入の

増」です。増税とは言っておりません。それはセットにして初めて減税を出す。

そうでないと、減税だけ食い散らかされてしまって、後に財政がもたないという

ことを言っている。この点はひとつ御理解していただきたいと思っております。 
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それでは、持続的可能性の時間軸というものをどうするか。先ほど説明がござ

いましたが、私たちは５年とか３年とかという時間軸はあると思いますけれども、

一応プライマリーバランスが黒字に転換し得るまでの間をひとつの時間軸として

考えてもらった方が、減税、増税の関係を取りやすいのではないかということを

思っております。 

そういう基本を、是非この諮問会議において議論をしっかりしておいてもらっ

て、その上について先ほど御説明がございました、税制改革の課題という問題を

順次消化させてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っ

ております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。吉川議員、速水総裁の順番でお願いします。 

（吉川議員） 今、財務大臣のお話を伺って、中立性について、いろいろな意味で中

立性を使っているというお話もあったのですが、しかし、おおよそ税の議論をす

るときには、中立性というのはひとつのはっきりとした意味を持っているわけで

あります。その本義を明らかにするというのも諮問会議の役割だろうということ

で、先ほど本間先生が明快に説明された。私どもの考えとしては、中立性は限り

なく活力に近いということになるわけであります。 

大臣から基本的な考え方、理念について大いに議論せよということですので、

２点ほど発言させていただきたいと思います。 

１つは、税制改革の基本的な理念として、先ほどから広く薄くということが言

われているわけですが、私はこれは非常に大切なことだと思います。 

現在、日本の就業者は約6,500万人ですが、個人の所得税で税を払っていない人

が、ほとんど４人に１人という状況になっておりますし、法人でも御承知のとお

り、３分の２が欠損法人ということで税を払っていない。 

確かに税を１円も払わない個人、法人、あるいは払えない個人、法人というの

も考えることはできるわけですが、私はあくまでも例外であるべきだと思います。

古代のローマ帝国の例がよく知られているわけですが、税の空洞化というのは、

健全な社会の基礎を崩すものだと思います。少しでもいいから皆が税を負担する

ことによって、納税者民主主義が育つのだと考えます。これが１つです。 

もう１つは、問題にもなりました活力。これは、構造改革との関係でも非常に

重要な論点であります。 

このことに関して、活力を高める税制というのは、公平と対立的なものだとい

う議論があるわけです。端的には金持ち優遇とか、大企業優遇の税制ではないか

というような批判が時折なされるわけですが、こうした議論を耳にするとき、私

がいつも想起するのは、40年以上前の高度成長の前夜に、当時の池田首相がされ

た議論です。 

どういうことかと言うと、当時の高度成長の政策というのは、弱者切り捨てで

はないかという議論があったわけです。成長よりも格差の是正の方がずっと大切

な問題だという批判があったわけですが、これに対して当時の池田首相、正確に
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言うと総理になられる前の通産大臣のときだったかもしれませんが、ともかく池

田大臣が言われたことは、「「乏しきは憂えず、等しからざるを憂える」といっ

た考えを自分は取らない」と。「公平とか分配の問題が大切ではないということ

ではない。それは非常に大切だ。しかし、公平の問題は正しくは、成長の中で解

決されるべきだと、それが王道だ」と言われて、また書かれてもいるわけですが、

私はこれが今でも正しい議論だと思っています。 

つまり、公正の問題、あるいは経済的な弱者に対する配慮等、これは大変大切

な問題なんですが、この問題を解決する王道というのは、経済の健全な発展、持

続的な成長というところにあると思います。 

弱者救済を標榜する政策には、しばしば問題の本質的な解決に資さないような

ものが含まれているわけですが、繰り返しになりますが、公平の問題を解決する

王道は持続的な成長にあると考えます。持続的な成長を生み出すための政策とい

うのが活力ということですから、日本の経済社会の将来を見据えて、活力を高め

るような税制改革をするというのが大変大切なことだと思います。 

以上、２点ですが、もう１つだけ最後に少し違ったことを付け加えさせていた

だきますと、税制の議論ということで、諮問会議、政府の税制調査会、あるいは

党の税制調査会、あるいはマスコミということもあるかもしれない。いろいろな

ところで議論がされてきているわけですが、先ほど財務大臣からも御発言があり

ましたが、私は大切なプリンシプルは、どこから出てもいいものはいいし、悪い

ものは悪い、というのが非常に大切な原則なのではないかと思います。要は、い

い税制改革をどれだけ実現できるかということが目的なわけで、すべての組織は、

言わばそのための道具だということが大切な原則なのではないかと思っておりま

す。 

（竹中議員） ありがとうございます。 

（塩川議員） 私は、中立の問題を貧者の救済とか、そういう意味では取っておらな

いんです。貧者の問題は、福祉行政でやったらいいんであって、それを税で中立

化させていこうということはなかなか難しいことだと思っております。 

（吉川議員） そうしたことを、私は申し上げていない。 

（塩川議員） だから、私は中立というのは、やはり財政上でどう中立を保っていく

かということで、先行するものと、後でやるものと併せて中立を持っていくとか、

あるいはさっきおっしゃったような還元型ということで、経済成長の結果、これ

だけなるんだというならば、そのことを国民に知らしめたら国民は安心するとい

うことなんです。そこを一体化したものを出してもらいたいという議論を言って

いるということであります。 

もう１つ、吉川先生のおっしゃる空洞化の問題。これは、私は初めから取り上

げた問題でして、公平、公正化というのは空洞化の問題だと思ってやっておりま

すので、これは是非ひとつ議論をしていただきたい。 

そういう意味においても、一体国民は負担と給付というものをどの程度取るん

だということ。この大きい前提を示してやらないといけないのではないかと思っ
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ておりますので、そこを是非議論としてやってもらいたいと思っております。 

（竹中議員） 済みません、中立の話は是非一度、後で本間議員と石会長にポイント

だけ御議論いただきたいと思います。 

今、速水総裁の手が挙がっておりますので、石先生の後に片山大臣、そして牛

尾議員ということでお願いします。 

（速水議員） 税制全般を考える場合に、是非大切にしていただきたいという点だけ

簡単に言わせていただきます。 

第１に、先ほど本間先生がおっしゃったことなんですが、短期的な対応を考え

るときでも、やはり中長期的に望ましい税制の在り方と整合的なものにしていた

だきたいということ。これは必要だと思います。 

前々回にも申しましたけれども、現在の税制というのは、家計と民間のリスク

テイクの活動、不動産の流通、そういったものを抑えているような面があると思

うんです。ここのところは是非構造改革としても変えていっていただきたい。 

そういった歪みを是正する方向で税制を見直せば、中長期的には民間部門の活

力が引き出されてくるんではないか、総需要の増加につながるんではないかとい

うふうに思います。 

今の中立と活力という問題についてですが、中立的な税制というのは、本来、

企業や家計の活力を阻害しないものだと。そういう意味では中立と活力という理

念は必ずしも矛盾するものではないと思いますけれども、日本経済の現状から見

て、民間部門の前向きな経済活動を引き出すということは極めて重要だというこ

とを重ねて言わせていただきます。 

（竹中議員） 先に片山大臣の御発言をいただくということで。 

（片山議員） 今の三原則の中立か活力かという話ですが、これは三原則を決めると

きに大議論をやりました。 

民間の選択行動に対して、できる限りゆがみをもたらさないことが中立だと、

これが活力を生むと。中立が活力を生むのです。中立が始めで、結果が活力なん

です。どっちを原則に入れるかというと、活力というのは私は少し生々し過ぎる

と思います。 

税制というのは、やはり公平とか簡素とか、無味乾燥とは言わないけれども、

公平だとか、簡素だとか、中立だとかが税制の原則としてはふさわしいんではな

いかと。中立が活力を生むのだから、ここを何で活力にするのかというのは、い

ろんな議論が出ると思います。今までの伝統的な考え方からすると。それが１つ。 

もう１つは、今まではいつも減税が先行なのです。それで後で増税しようと、

これがうまくいかない。財政が悪化したのは、これでしょう。いつも何年か減税

を先行して、タイムラグができて、それで十分増税できるかというとできない。

増税するときは必ず反対が出る。そこでまたぐちゃぐちゃになるのです。税制改

革の今までの歴史はみんなそうです。 

だから、そこをどう考えるか、減税を本当にやるのなら財源の確保が要ります。

これの保障がないときに、私も減税は大好きだけれども、安易に減税先行という
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のはトータルとして財政悪化につながると思います。 

（竹中議員） 減税先行というのが本当に新聞に出るんですが、このメンバーの中で

減税を先行させて、後から税源を考えろと言った人は一人もいないと思うんです。

新聞は勝手に書いていますので。 

中立の問題だけ、本間先生と石先生に、では石先生。 

（石会長） 全般的な問題も少しお願いしたいところなんですけれども、中立だけ御

説明させていただきます。 

今、マスコミは諮問会議と税調を対立的にやって、何か喧嘩しているような格

好で記事を書くことによって生きがいを感じているようなところがあるんです。 

１つは、中立の解釈が意外に歪められた形で出ております。私は、今日本間さ

んの話を聞いて、これが学問上の言う中立なんです。 

つまり、民間の歪みをなくすことによって、民主導の市場経済から活力を生む

というのが定義なんです。 

ただ、マスコミ等が、今一生懸命に期待していることはデフレ対策の活力。こ

れは要するに減税をどんどんやって、それも政策減税をやって、租税特別措置な

どを拡大して等と、もうやることがだんだんなくなってきましたから、私の言葉

だと、よく細かいことをやってもだめではないかとは言っているんですが、そう

いうところのことを短期的な視点から政策減税をやってくれと、これが活力なん

です。 

ある意味では、投資減税というのは、投資すればまけてやるということだから、

短期的な視点から見れば、確かにある面では活力になるけれども、中長期的に見

ますと、投資減税があるから投資をするという逆転した発想になって、要するに

民間の投資配分等々をゆがめるんです。 

そういう意味で、アメリカのレーガンの第二期のときはもうやめたんですけれ

ども、我々税調は、一貫して本間さん流の定義を取って、政府主導ではなくて、

今の民主導でやる世界において、やはり民間の活力を生かす意味においてはひず

みがない方がいいだろうと。 

そういう意味で短期的にやるときと結果的には少し違った解釈をしているんで

すが、ただあえて言うと、これを活力に置き換えてしまうと、今、片山大臣が言

われたように、短期的な政策減税をやることで、何やら資源が浮いたようにとら

えがちだということがあるんです。マスコミはそうとらえて、私と竹中さんはえ

らい対立してけんかしているという形にとらえているんですけれども、そういう

意味で中立を活力に換えると少し誤解を招くようなニュアンスになりますね。 

（本間議員） 先ほどからお話を伺っておりまして、塩川大臣がおっしゃった中立と

いうのは非常に多様な形で使われておるんです。 

レーガン税制改革の中でも、実は中立という言葉が外されているんです。これ

はフェアネスという目標、シンプリシティー、簡素、それからエコノミックグロ

ースという形で置き換えたんです。 

その意味はまさにニュートラリティーという言葉がいろんな使われ方をしてい
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てわかりずらいということで、効率性という言葉を使うと、また誤解を生みやす

いということで中長期的に経済成長という言葉がわかりやすいだろうということ

で定着していったという背景が実はございます。 

その上で、中立という言葉を少し説明させていただきますと、ここに書いたと

おりなんですけれども、市場で成立する価格や賃金や企業の収益率構造に対して、

税というものは上乗せするわけですけれども、そのときに課税ベースが非常に狭

いような形で一定の税収を取ろうとしますと、くさび効果が非常に大きくなって、

そのことが企業の選択、合理的な行動に対してゆがみを与える。 

したがって、できるだけ課税ベースを広げて、ウェッジというくさびを小さく

していくという考え方が一義的に効率性、あるいは活力ということで重要なんだ

と。 

このアプローチとしては、広く薄く、これが中立性の要件であり、活力の必要

条件であるということが出てまいります。 

それと同時に、もうひとつ税というものは、例えば法人税を例に取りますと、

産業間でありますとか、規模別ですとか、そういうものに対して減価償却の制度、

あるいは租特の制度、そういうものがいろいろ実効税率、先ほど言いました歪の

部分に対してその扱い方によって差をもたらす形になります。 

したがって、今、日本の租特と言われるのは、活力や経済成長に対して資する

というよりも、むしろ過去からの経緯の中で租特等がある。あるいは、中小企業

対策というようなことが租税の中で織り込まれている。資源配分上、生産性の低

い分野が歪が小さく、生産性の高い部分に対しては実効税率が高くなっている。 

したがって、補助金も含めて、税金を入れ込んだ資本コストというものを産業

間、規模別に中立化をして、この格差を低くしていくということが生産性が低い

分野から高い分野に移し変えていくという意味で非常に重要です。 

これは、実は吉川議員が理論的な仕事をしましたし、私も実は旧経済企画庁で

資本の税引後の資本収益を計算しましたし、竹中大臣も実は資本コストの再計算

をしましたし、岩田内閣府政策統括官も実は国際的に一体それがどうなっている

か、日本が高いのかどうかということをやって、実は四大学者がここにおるわけ

であります。 

そういう意味で生産性の低い方向から高いところに誘導するという意味で、古

い分野の租特の部分を切って、戦略的に使うかどうかの問題は別にして、課税ベ

ースが広くなりますから、税率を引き下げることによって中立化をするというこ

と、もうかっているところが設備投資に回すというような形で雇用を生み出し、

そのことが活力、究極的には経済成長につながっていくというロジックがあるわ

けです。 

したがって、経済成長というもの、あるいは活力というものは中立性と矛盾す

るものではなく、それは表裏一体のものであるという具合に理解する必要がある

ということです。 

（吉川議員） 中立性の概念というのは大変大切なので発言したい。今、石先生、本
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間先生が言われたことは勿論基本的に正しいのですが、１つだけコメントします

と、大きな話としては、市場は放って置けばうまくいくんだから、政府は余り税

や何か手を入れてゆがみをもたらさなければ自由に民間の企業や個人が能力を発

揮してうまくいくと、こういう話があります。ただ、例外があるわけです。経済

学では市場の失敗という言葉を使いますが、そういう場合には、むしろ税を入れ

ることによって、活力が高まるんです。 

具体的な例は、今、環境税なんかが問題になっていますね。研究開発なども放

って置くと過少になるということがあり得るわけです。 

ですから、大原則としてはなるべく税でゆがみをもたらさない。だから、中立

はいいことなんだという話があるわけなんですが、しかしながら、例外的には市

場が失敗する。そこにはむしろ政府が積極的に税を使ってやって、活力を引き出

した方がいい。繰り返しになりますが、環境の問題。あるいは研究開発の問題。

教育なんかもそうかもしれません。補足ですが、そうしたことがございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。幅広く御議論をいただきたいと思います。 

牛尾議員、お待たせしました。 

（牛尾議員） 今、活力という問題が議論になっていますけれども、今日配りました

「税制改革の検討課題（論点整理）」の１ページ目に、現状認識として経済力が

低下して、国際競争力が激化して、日本経済が競争力を失ってくることは間違い

ないです。 

日本が、今、貿易残額の黒字は、この間経産省から発表があったよう、例えば

アメリカの平均的な生産性を100 としたら12 0の生産性のある10％の雇用を抱える

輸出主導型製造業の企業によって10兆円の貿易黒字が確保されているわけです。 

しかし、その企業の税負担は極めて高いわけです。 

「②チャレンジ精神の喪失」というのは、これだけ10年間にわたって、ここに

書いてあるように、創意工夫や挑戦よりも現状維持でぶら下がっている方が得で、

はるかに合理的ではないかという社会構造になっており、社会そのものを非活性

化しているわけです。 

今は何もしないで維持しているのが一番得な社会になってしまったんです。 

もう１つは、「③社会の多様化と制度のミスマッチ」。これは非常によく書い

てある文章ですが、こういうものが再挑戦しにくくなっています。70％の企業が

税金を払っていないですし、80％ の個人は最高10万円しか払っていない。払って

いない個人が４分の１で、完全に空洞化しているわけです。 

かつては日本みたいに成長している国はありませんでしたが、少なくとも平時

に戻るまでは活性化を前に出すという緊急措置を講じようという話なので、これ

が５％成長や４％成長に戻れば、喜んでまた中立に戻せばいいんです。今は全然

活性化をしていないわけです。 

また、こういう議論をゆっくりやっていくから、ますます活性化しない。じっ

と見て、様子が変わるまで黙っていようと、今でもみんな思っています。 

そういうことで、冒頭の４行ですが、経済の活性化を重視し、長期に持続可能
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な税制を構築するために税制改革をする。 

そのためには、中長期的には大胆な歳出改革で小さな政府をつくって、民間主

導型の社会をつくって、広く薄く税を負担してもらうしかないんです。 

同時に大胆な歳出改革を行って、税負担に報いる社会を確立しなければ、真の

納税者民主主義をつくらないと、国民はみんな税の使い道に対して不信感を持っ

ているわけです。 

そういうものを税制改革でセットで、構造改革を進めていく、基本的な精神を

絶対に忘れてはいけないということが第１です。 

第２に、法人に対する課税に関しては、国際競争を明確に意識してほしい。日

本は非常に競争力の危機にあるわけです。 

第３に、課税ベースの見直しで、空洞化の問題というのは財務大臣が感じてい

らっしゃることと同じぐらい国民は感じて、払っている人にとっては、何で我々

だけが払っているんだという意識はみんな持っているわけです。また、その税率

が高いんです。そういう点を込めまして、最終的には「公平、中立、簡素」とい

うのは悪くないけれども、緊急時７～８年は、活力を前面に出さないと、物事は

変わらない。 

この社会は、「公平、中立、簡素」の３つを言っていても、対して変化しない

で、活力が戻るとは考えられないです。 

（塩川議員）  だから、ここで言っているのは、減税もあるだろう、その代わり増収

を図ることもセットでなる、そこで中立なんだ、と言っています。 

（牛尾議員） 税収を増やすか、歳出を減らすしかないんです。 

（塩川議員） だから、中立の言葉を抜いてしまって活力だけでいくと、やはり企業

減税かと、こういうふうに言っているんです。それもあるんです。私は、それを

否定してない。その代わりに財政の中立をするために、いつかは増税によってこ

れをカバーしていかなければならない。 

（牛尾議員） 税収を増やすということと、増税というのは別なんです。別に減税し

たって税収は増えるんですから。 

（片山議員） 増税と税収増は違うのです。 

（牛尾議員） 違うんです。特にグローバルな社会になりますと、税金が低い方が海

外からの税収で増えるんです。 

（塩川議員） そこをセットにしてもらわないと困るんです。 

（牛尾議員） 勿論、当然セットですよ。 

（竹中議員） １点、税の中立と、税収の中立は混同されない方がいいということだ

と思います。 


石会長、お願いします。 


（石会長） せっかく税調から出席いたしましたので、その議論も踏まえ、冒頭塩川

大臣がおっしゃった全体的な今後の進め方等々について少し意見を申し上げさせ

ていただきます。 

奥田さんと、本間さんの御説明をいただきまして、全く違和感ありませんね。
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政府税調と諮問会議のお考え、特に税制改革の方向についてはほとんど違和感ご

ざいません。今の活力、中立は若干の違和感がありますけれども、他はほとんど

違和感はない。 

大阪に行く同じ目標に向かっているわけですが、少し手順から言えば、新幹線

で行くか、在来線で行くかぐらいの差はあるかもしれませんが、それが大阪に行

く代わりに仙台に行くように捉えられてマスコミに報道されていますが、そんな

ことはまずないです。 

そういうわけで、同じ方向で議論をするときに重要な問題点は、我々税調は、

一応国民の代表の集団だという意識の下に、対話集会もやっておりまして、２回

ほど本間さんにも来ていただきまして、千葉と鹿児島でやりましたけれども、私

は非常にいい成果が上がったと思います。 

そこでひとつの結論は、課税ベースを広く薄く負担するということについては、

国民の参加者は８割から９割は賛成です。特定の人に払ってもらえばいいという

選択肢と、やはり公共サービスを受けているんだから、広く薄く負担すべきだと

いうことについて８割から９割の圧倒的な人が賛成をしています。 

  ただ、何をやるにしても歳出カットが先ではないかという議論は随分出ました。

そこで我々は、総理にも言っていただきましたので６月に主要論点をまとめた

いと思いますが、一応税制というのは、あらゆる国民の生活、あるいは企業の活

動に直撃しますから、これからは慎重にやらなければいけない。 

と同時に、租税は法定主義ですから、必ず議会や国会で議論して税法を通して

いかなければいけないという意味において、そう簡単に一足飛びに話はいかない

だろうと考え、我々は慎重にやっているつもりであります。 

殊さら外から見て、塩川大臣も少しおっしゃっていましたけれども、我々と諮

問会議との差をよく言われるのは、同じ土俵で相撲を取って、どっちが強いとか、

どっちが弱いとかというような議論になりがちなんですが、やはり土俵を違えて

テーマを扱っていただければ、自ずから相撲は取らなくていいわけでありますか

ら、そこの点が重要だと思います。 

そういう意味で、基本設計というのをまさに諮問会議でやってもらって、詳細

設計というのは我々がやるという仕組みを、勿論オーバーラップするところもあ

りますけれども、基本的にはそういう格好でやっていただければ、我々は一応国

民の声を吸い上げつつ、幾つか制度設計の中に盛り込んで主要な論点を書きたい

というふうに考えております。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 話が若干飛びますけれども、平沼ペーパーに書いてあること全部そう

ですけれども、これを絶対にやっていかないと日本の産業の将来はないし、日本

の国民の生活の水準も全然上がらない。これははっきりしているわけです。 

それに対して、促進税制とか、結局財源の要る話をするわけですが、財源の話

をすると、今の塩川大臣ではないですけれども、金を出すなら財源を考えろと、

日本の場合はこういう話が必ず付いて回るわけです。 
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ですから、今、歳出カットということがひとつの財源だという話になるわけで、

それは勿論やってもらわないといけないことですけれども、私の感じでは総理の

ご指示で国債発行30兆円枠を２年間続けてやるわけですけれども、逆に言うと来

年辺りは減税先行はおかしいぞと言われますけれども、やはりある程度のものは

初めに種をまかないと、実は実らないということがあるわけです。そこの発想が、

どうも日本の政府は、取ってから種まくとか、だれかが取りそうになったら種ま

くとか、何か思い切った発想が出てきていないと思うんです。 

例えば、平沼ペーパーの２ページの「（２）その他」のところでも、これは非

常に重要な話なんですけれども、住宅投資の問題とか、贈与税の問題などです。 

例えば、日本の会社の社員が、海外に駐在すると。そうすると向こうの人のお

宅に招待されて、そこで食事をしたり歓待してもらう。日本に帰ってきて、今度

は彼らがアメリカから日本に来ると、小さいみじめな家に入っているから、結局

自分の家に連れていけない。結局、やることは何かというと、料理屋を使うとか

いうことになって、来たら大変だということで非常に恥ずかしい目をしているわ

けです。 

ですから、やはり30代、40代の一番金が掛かる人たちが、第二の経済大国なん

ですから、恥かしくない思いができるような生活環境をつくり出す税制というも

のをつくっていかないと、日本はいつまで経っても、第二の経済大国と言われな

がら、住については全然みじめだという話になった。 

（塩川議員） 奥田さん、私は減税は是非したい。減税をやるんならば、その結果と

して日本の増収が増税になるのか、それともその後の経済の活力でどうなるのか、

それはわからない、どっちでもいいんです。 

その分がこういうふうに埋って、財政は10年なら10年経ったらこういうふうに

なりますという姿勢を示さないと、国民は不安に思います。 

それを私は言っているんです。それを中立だと国会で説明しているんです。 

（小泉議長） 去年の税制で、連結で、減収分を変な税金で補填するというのを、１

か月かそこらで結論を出そうとするからです。11月ごろから税論議を始めて、年

末の予算編成に合わせる。それを直そうということで、今年の１月、２月からや

ったわけでしょう。これは、いかに経済再生に資するかというのが、「公平、中

立、簡素」に含まれているんです。 

今、これを定義しているでしょう。私は、この定義でいいと思うんです。わざ

わざ「公平、中立、簡素」をまた別の公正だの活力だとか、簡素と言うと、また

何で変えたのかと誤解を与えるから、公平の中にはこういう意味があると、中立

の中にはこういう意味があると、それでいいわけだから。それを基本的な理念で、

基本的な税制をやるかと、要は経済再生に資するということが大事なんだから、

その中に「公平、中立、簡素」の基本理念を盛り込む。これは１年間かけて議論

するというわけだから、今までとは基本的に違います。中長期的視野を入れてや

る。 

（本間議員） 変えるということではなく、提案して理解するという精神が大事だと
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いうことを申し上げております。 

（塩川議員） 先生が言っているのはよくわかっていますけれども、それはこういう

やり方にしたら非常に問題になってくるな、だから、これは国会でも活力は何だ

と、中立というのも分かったような、分からないような話をしているから。 

（本間議員） 大臣がおっしゃった時間軸の問題で、我々はドラフトの前の段階で、

実は用法的に、こういう問題を中長期的に抱えているということを期間設定も含

めて書いていたんですが、余り先走ってそういう話をやると増税の部分が出てく

るからという配慮の中で、あえて落としているわけでありまして、そこが出てく

るとセットになるということがコンプリートに表現できるわけですが、今はそこ

ができていないということだと思います。 

（塩川議員） だから、プライマリーバランスの問題をひとつの起点にしてもらった

方が私なんかは説明しやすいんです。それが１つ。 

こういうことで活力を生んでいくんだということがないんです。この前から私

が言っているように、傾斜生産でどっと引っ張っていこうというわけなんです。

そういうのがあれば、なるほどこういうことで活力が付いてくるのかというもの

とセットにならなければ、税制と技術と産業と一体とならなければ、なかなか説

明しにくいと思うんです。 

（石会長） おっしゃる意味は、非常に大きな構造改革の中で税制改革を位置づける

という御主張でしょう。技術とか、いろんな産業構造の変革であるとか、国際競

争力を深めるとか、そういう意味において税制改革が必要なので、さっきの竹中

大臣のおまとめの減税先行で何か小さいことをやって、今、ある特定のところだ

け税制をいじくってもそういうことにならない。私はそういう意見なんですけれ

ども、大臣もそういうお考えだと思いますけれども。 

（奥田議員）  今の石さんのような言い方をしていたら何もできないではないですか。

（石会長） どういう意味ですか。 

（奥田議員） 結局、今の現状から全然動かないと。 

（石会長） そんなことはないです。増減税をしても、中立という意味は歪を極力少

なくするという旗印ですから、増税しても減税してもいいんです。 

例えば、発泡酒で何ができるかというと、税率を低くして、莫大な比率か何か

でああいう酒税をつくっているから、透き間産業的にできて、本法のビールと発

泡酒の差で消費者の好みをえらく変えなければいけないなんていうのは、実は歪

なんです。 

だから、何かやるにしても、中立は何もしないという意味ではないです。やっ

ても歪を極力少なくしましょう。超過負担と言いますけれども、これを少なくし

ようという意味だから、別に私はディフェンスする意味で言っているわけではな

く、歪を少なくするようにやればいいんです。私が言っているのは、そういう意

味です。 

（吉川議員） 先ほども申し上げたけれども、歪を小さくするというのは、もともと

市場が失敗していなければよいけれども、市場が失敗している場合というのもあ
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り得るわけですから。 

（竹中議員） 済みません、片山大臣、牛尾議員お願いします。 

（片山議員） これだけの行政サービスをやって、国債の問題はありますけれども、

国民負担率は、日本はまだ世界で一番低い。 

だから、私は課税ベースを広げて、税率を落とすというのが筋なので、そこで

どうしても重点的、戦略的な分野に租税特別措置を嵩上げるなら、全体の租特を

見直して、基本的には戦略的な部分を選んで上げていくべきです。大減税をやる

余裕はありません。課税ベースを広げて税制の中身を直せばいいのです。 

（竹中議員） 今、一応そういう御主張になっているんです。 

（本間議員） サンセット方式を前提にしながら、おっしゃっているとおりのことを

ここには書いてあります。 

（竹中議員） そこは皆さん異論はないということでよろしいかと思いますが、牛尾

議員お願いします。 

（牛尾議員） 国民負担は低いけれども、それは赤字でカバーしているんですから。

約45％のサービスをもらいながら税金と社会保障負担は約37％で、赤字が間に入

っているからみんな危機感がないだけのことなんです。 

だから、私は基本的に15年度予算、16年度予算の歳出の在り方そのものに抜本

的考えを入れないと、約45％ のサービスを受けておりながら、払っているのは約

37％なんですから、それは快適なのは当たり前なんです。 

（塩川議員） だから、負担と給付の関係をきちんと出してほしいと思います。 

（牛尾議員） それから、「中立」問題に関しては、大体合意ができているから、も

う論争はやめて、我々はそれを「活力」と理解していくということでいいでしょ

うか。 

（塩川議員） それでいいんです。私なんかもそう言っているんです。 

（牛尾議員） 今日の平沼議員提出資料は非常に具体的でわかりやすいです。これを

どのぐらいまで実行するかということを考えて、そのときに財源をどうするかと

いうことをきちんと考えていけばいいのです。 

（竹中議員） 少し整理させていただきたいと思いますが、今日は民間議員のペーパ

ーに基づきまして、論点の議論を進めていただいているわけですけれども、おお

むね日本経済を活性化させることが、やはり重視されなければいけない。 

中長期的な展望に立って、安定的な税制を構築しなければいけない。そういう

合意があると思います。 

少子高齢化やライフスタイルの多様化など、時代の流れにフィットした税制に

再設計するということ、財政規律を維持し、歳出面の改革と一体になって税制改

革を進めることが必要であるということもあると思います。 

更に高齢化の進展の中で、社会保障など他の制度との整合性が必要だというこ

とだと思います。 

その意味で言いますと、まず、非常に大きな問題を諮問会議が議論しろという

観点からすると、国と地方の関係、これは税源移譲を含んでどのように制度設計
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するかということが当面の大きなテーマのひとつだと思います。 

税と補助金というか、歳出と歳入というか、負担と給付というか、その関係に

ついて抜本的な議論をするということが必要だと思います。 

税と社会保障のような関係についても議論をすることが必要なんだと思います。

そうした意味から言うと、今申し上げた大きなテーマを順次、今後今日の合意

に基づいて議論をしていく。 

当面、国と地方の問題等々について、一度片山大臣から問題の提起をいただい

て、また、今、民間議員がおっしゃったように、活性化のための具体策について、

平沼大臣から更に議論を深めていくということが一応必要なのかなというふうに

思います。 

（塩川議員） 先生、時間軸は大事です。 

（竹中議員） そうですね。先ほど申し上げましたように、長期的な視点に立って時

間軸に沿って構築するということです。 

（塩川議員） 時は金なりと言いますからね。 

（牛尾議員） 塩川大臣も冒頭におっしゃった情報のリークが、しかもマスコミのつ

くったひとつの対立構図。そういうものでまとまる話を難しくしているんです。 

これは、確かに行政組織の宿命的なものかもしれないけれども、これはやはり

もう一度万全を期するように最善の努力をするということを是非大臣にお願いし

たいと思います。 

（平沼議員） 最後にひとつ確認していいですか。さっき塩川大臣がマスコミに漏れ

て、それが非常によくないと。 

この経済財政諮問会議というのは、基本的なコンセプトをやればいいというこ

とは、それはそのとおりだと思うんですけれども、あの意味は、ここで細かいこ

とを余り議論するなということで言われたんですか、そうではないですか。 

（塩川議員） いやいや、そうではない。私が言いたいのは、発表は統一してもらわ

ないと困るというのが１つ。 

ばらばらに言ってもいけないし、個々の問題は、決まったものだけを言っても

らうということです。 

（平沼議員） それは、それでいいんですが、やはり細かいところから入ってこない

と大きなコンセプトはできないと思いますから。 

（塩川議員） そうなんですけれども、しかし、私はまずこの諮問会議では、給付と

負担とかいう大きな問題をきちんと決めておいてもらわないといけない。 

それから、これは何年の間に日本の発展計画をするのかということを、これは

大事です。１～２年の短期で勝負するんだと言ったって、国民は希望も持たない

し、信用しません。しかし、この期間でこういう具合にやるんだ、そのためには

減税もあるけれども、その代わり増収はこういうような方法でやるんだ、という

持続性を証明していかないと賛成してこないと思うんです。 

（平沼議員） そこはそうです。細かいことでも何でもどんどん議論して、それを積

み上げていって大前提を決めればいいと思うんです。 
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最後に、これは税制の話ですから、牛尾議員から私の提案を大変評価していた

だいたんですが、今、アメリカはやめたというような話がありますけれども、ア

メリカで投資減税とかそういうことをやって、非常に大きな効果が上がったとい

うことは間違いないことなんですから、それを私どもは今の段階ではやっていか

ないといけないと思っています。 

（小泉議長） 何を言っても、マスコミとか報道とか野党というのは、対立を煽るの

が好きなんです。 

私と自民党の関係も、最近はみんな協力してくれるからつまらなくて、求心力

がなくなったと言うけれども、嘘であって、対立がないからつまらないんです。

思った以上に抵抗勢力が協力してくれているからつまらないだけであって、対立

とか意見の違いがあったっていいんです。議論をしていくと自然に落ち着くとこ

ろに落ち着きます。余りマスコミの言うことを気にしないで議論をしてもらって、

みんな大人なんだから、まとまるときはまとまるんです。経過の意見の相違は余

り気にしないで、結論が出れば一致協力してやるということでやった方がいいん

ではないかな。 

どんなに注意したって、マスコミは不安、対立を煽り立てますから、それを気

にしていたらできないから。そういうことでよろしく。 

（竹中議員） 本日は、ありがとうございました。いつもどおり資料の公開等々をさ

せていただきます。 

ありがとうございました。 

（以 上） 
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