
平成 14 年第 13 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 13  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年５月 21 日(火) 17:03～18:40 

2．場所: 官邸大会議室 

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 

臨時議員 扇  千景 国土交通大臣 

石 弘光 税制調査会会長 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)社会資本整備のあり方について 

(2)国と地方の関係について 

(3)税制のあり方について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○扇臨時議員提出資料（社会資本整備関連） 

○社会資本整備のあり方について（有識者議員提出資料） 

○塩川議員提出資料（土地税制） 

○地方財政の構造改革と税源移譲について（試案）（片山議員提出資料） 

○国と地方のあり方（論点）（有識者議員提出資料） 

○地方の自立のための改革の基本的視点（塩川議員提出資料） 
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○平成の税制改革 －公正、活力、簡素－（有識者議員提出資料） 

○塩川議員提出資料（税制改革関連） 

○構造改革の進展と企業の取り組み（速水議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） 総理、まだお見えではございませんが、ただいまから第13回の経済財

政諮問会議を開催します。本日はお忙しいところありがとうございます。 

今日の議事ですけれども、今日は大変忙しく、３点ございます。まず、「社会

資本整備のあり方」。これは歳出に関連する部分でございます。第２に「国と地

方の関係」、それと「税制のあり方」です。 

本日の議題であります「社会資本整備にあり方」に関しましては、扇大臣に臨

時議員として御出席をいただいております。また、本日の議題に関連しまして、

関係する審議会の長として石税制調査会会長にもおいでをいただいております。 

議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

審議に入ります前に、先週17日にまとめました月例経済報告について一言御報

告いたします。 

今月は基調判断を先月から上方修正しまして、「景気は依然厳しい状況にある

が、底入れをしている」としております。これは設備投資が減少しまして、失業

率が高水準で推移するなど、経済は引き続き厳しい状況にあるものの、輸出の増

加、在庫調整の進展等を背景に、生産が下げ止まるなど、これまでの景気の悪化

傾向に歯止めがかかったことを評価し、このように判断したものでございます。 

ただし、今後については、厳しい雇用・所得環境などが民需を下押しするリス

クも存在しており、景気が直ちに回復に向かうかどうかについては引き続き注視

が必要であるというふうに考えております。 

○社会資本整備のあり方について

（竹中議員） それでは、第１のテーマでありますが、約30分程度をめどに「社会資

本整備のあり方」について御議論いただきたいと思います。 

扇大臣の方から、すみませんが、10分程度で御説明をお願い申し上げます。 

（扇臨時議員） では、今日はお呼びいただきましてありがとうございました、とお

礼を言うべきか、たまにしか呼ばれないので困っています。10分と言われており

ますので、10分間でまずお手元にあるものだけ先に言って、あとはちょっと思っ

ていることを申し上げたいと思います。 

まず、今竹中大臣から「底入れ」というお話がございましたけれども、公共事

業というものの受注量は本年の１月が▲15.7％と、昨年に比べてマイナス。２月

が▲12.0％、３月は▲7.3 ％と。必ずしも、今仰った「底入れ」であるというこ

とと、我々の仕事との差異はありますので、私は、なお今後を見ていく必要があ

るということを申し上げたいと思っております。 
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それから、お手元にこういう横長の「説明資料」と書いてあります表紙をめく

っていただきまして、 初から御覧いただきたいと思います。細かいことのお世

辞は言いません。実質を申し上げます。一番 初、この１ページを見ていただい

て、色刷りでございます。一番右のピンク色を見てください。117 万戸。これは

昭和58年以来の20年ぶりの低い水準で、住宅というものが減っております。20年

ぶりでございますのを頭に置いていただきたいと思います。それから年収が３年

連続で下落しておりますので、そういう意味では生産量等々、それから住宅ロー

ンを組むこと自体が困難になっているということ、年収が３年連続で下落してい

るということだけは、是非、頭に置いていただきたいと思います。 

そのような中で右下でございますけれども、これは皆さんご存じですから、敢

えて説明しません。1,400兆円を誰が持っているかという表でございます。これを

どういうふうにして使ってもらうかということで、高齢者の資産を子供へ円滑に

移転する方法が必要であろうというので、贈与税の特例の拡充をしていただきた

いということでございます。 

そして、一番左が住宅建設の大きな経済波及効果。住宅の建設によって誘発効

果が住宅投資の約２倍、それから耐久消費財に関しましては、１戸当たり大体230 

万円を使うということでございます。 

２ページにまいります。それから、何としても活力を上げるというためにはど

うしなければいけないかということで、この戸数を増やすために、高齢者と今の

若者とが大体どういうふうにしたら良いか。２ページ目の下の黄色いところを見

てください。世帯人数が大体今3.7 人。平方メートルを坪数に直しました床面積

が35.5坪です。これを一緒に、親と同居しようと思うと６人となります。そうし

ますと、これが大体49.7坪要るんですね。その足りない分、14.2坪増やすために

は幾ら必要か。下は2,000 万円なければ、親と一緒に住むための不足分を補えな

いという表でございます。 

それから右側もそうでございます。これは親と一緒に住まないけれども、子供

の数に応じてマンションにするという場合、今、マンションは平均で2.5 人です

けれども、22.4坪です。それを子供２人で４人になると27.6坪は少なくとも欲し

いと。これはマンションです。左は一戸建ての親との居住です。そして、5.2坪を

補充するためには、マンションで大体850万円必要であるということが分かってい

ただけると思います。ですから、そういう意味で、贈与税の特例を、昨年、平成

13年度300万円から550万円に引き上げていただきましたけれども、この数字を見

ていただいて、少子高齢化社会に対応するには如何に必要かということで、少な

くとも、この下にありますように、左側の 低2,000万円はとっていただきたいと

いうのが要望でございますので、言いたいことだけ言わせていただきます。 

３ページです。３ページになりますと、これは商業地のピーク時でございます

けれども、地価がどれだけ下落しているか。左側に書いてあります平成３年の38％、

住宅地は64％に下落しております。下落しているのは良いんですけれども、下落

しただけ、落ち込んでどうなるかということですけれども、右側の黄色い部分を
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見てください。流通課税、登録免許税等々、税収が１兆1,307 億円でございます。

それが地価が下がっているにもかかわらず、収入は１兆1,616 億円（12年度）で、

平成３年度よりも今の方が上がっているんですね。これはおかしいではないか。

下げ方が足りないということ。それから、その下を見てください。固定資産税は、

ご存知のとおり市町村税に占める割合が34.7％（平成３年）、それが今45.9％に

なっている。地価が下がっているのに固定資産税が下がらない理由がここにある

訳です。それから譲渡課税もそうです。おかしいのは、少なくとも26％でしたけ

れども、株式が20％なら、これもなぜ20％にならないのかなという疑問もみんな

持っておりますので、それもちょっと頭の中に置いておいていただきたいと思い

ます。いわゆる世の中と税とがリンクしていないということを申し上げたいので、

これは後で賢明な皆さんの御判断に任せます。 

それから４ページ。真ん中の一番高いところ、「京都議定書による目標レベル」。

これを1995年に合わせようとしますと、約4,600 万トンの削減が必要である。そ

のためにはどうしなければいけないかということを考えますと、この右。低公害

車は増加しているが、一層の普及が必要だと言いますけれども、2010年に３億ト

ンの水準になる。1995年に合わせるためには、そうするとその運輸部門について、

4,600万トンの二酸化炭素（ＣＯ2 ）の削減をしないと、これは達成できないとい

うことになりますので、そういう意味では我が国の運輸部門で、特に、自家用車

からの二酸化炭素の排出量を削減することが一番望ましいと。そして、低公害車

が2001年度上半期で、2000年度で63万台ですけれども、65万台増加していること

になるんです。それを自動車税のグリーン化を有効に機能しようということで、

低公害車を1,000 万台以上という目標を達成するためには、自動車部門の削減を

達成していかなければいけない。そして、自動車の製造に対しては、多くの産業

がかかわるために、自動車産業の経済の波及効果というものは2.69ある訳ですか

ら、この一番下です。そういう意味では経済波及効果、これを何としても皆さん

方で、これを景気の回復という意味でこの低公害車の政策を実行していただく、

低公害車の普及を促進する税制の処置をしていかなければいけないと思いますの

で、国税での支援処置というものが、是非必要であるということを申し上げてお

きたいと思います。 

５ページにまいります。５ページはもう言わずもがなのことで、基本的に２つ

目の●を見てください。「国際都市東京への４つの課題」と書いてございます。

今日も東京都から、「先ほど東京フォーラムで3,000人集会をして、首都機能移転

反対をしてきました」といって陳情に参りました。けれども、国民の意識は上が

っておりません。公共工事の無駄というのであれば、今日も東京フォーラムの

3,000人の皆さん方が、「今頃未だ首都機能移転するだとか、国会移転なんてやっ

ているんですか」という話がありますので、公共工事について、前にも言いまし

たが、経済財政諮問会議でびっくりするような大胆な発言をしていただきたいと

いうことでここに書いてありますので、そのことを是非、頭に置いていただいて、

細かいことは申しませんけれども、少なくも●の「国際都市の東京の４つの課題」、
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ＩＴ化、これをしなきゃいけない。大手町、丸の内、有楽町でもまだ67.5％のビ

ルがＩＴ化されていない。 

それから２番目は歴史文化、代表的な日本橋の現状でございます。これは後ろ

に絵が描いてございますので、７ページを見てください。７ページの写真を見て

いただくと一目瞭然でございます。今の日本橋も、これは平成11年に重要文化財

に指定されましたけれども、全く日本橋の体をなしておりません。これを右側の

ようにビルの中に入れてしまうということでございます。交通渋滞とか交通のア

クセス等も緩和してまいります。これも見ていただくと分かります。 

それから重要なことは、東京都の再生のためには、10ページを見てください。

10ページの写真。東京駅の周辺を見ていただくと分かるんですけれども、少なく

とも、大使の御就任のときに今でも馬車でお歩きになっているんですね。「行幸

通り」と昔言われていたんですね。東京駅から一直線に皇居に向けての道が「行

幸通り」と言われていたんですけれども、全くこれが体をなしておりませんので、

この「行幸通り」というものも、少なくとも大使が馬車に乗って就任なさる限り

は、この「行幸通り」も風格あるものにしていかなければいけないということで

ございます。 

それから12ページを見てください。12ページ、羽田空港と成田の供用の話でご

ざいます。羽田に新たに４本目の滑走路を作る話を今東京都と一緒にしておりま

す。そして、今３つの工法がありますけれども、この３つの工法をＩＢＭの 高

顧問の椎名さんに委員長になっていただいて、今この３つの工法をどれにするか、

埋立なのか、あるいはブリッジなのか、あるいは浮体工法にするのか、メガフロ

ートですけど、それを審議していただいておりますけれども、ここに書いてあり

ます工期というのをちょっと見てください。2.5 年、2.6 年、2.5 年と書いてあ

るんです。ところが、もっと前には、私が 初に目にしたときには、約10年かか

ると書いてあったものが、３つで競争させたら一遍にみんな２年程度になったん

です。こんな不思議なことがあるかと思うんですけれども、そのように競争原理

というものを活かせば、私は必ず成果が上がると思っております。 

それから 後に、これは違うことで申し上げたいと思います。10分ですからあ

と２分ほどあります。少なくとも今申しましたように、我々としてはできる限り

のことをいたしますけれども、すべて効果が上がるという、小泉内閣において目

に見えたものをしなければならないと思っておりますので、今言ったようなこと

を目に見えて実行するということと、少なくとも私は経済財政諮問会議の皆さん

方にお願いしたいことがございます。それは、経済財政諮問会議が総理に答申な

さるのでしょうけれども、そのときに、ＰＦＩということが中に書いてございま

す。今日は時間がありませんから説明を省きます。もうご存じのことです。けれ

ども、少なくとも私が申し上げたいことは、昭和58年３月14日、臨調の 終答申

がございます。そのときに何と書いてあるか。「官庁の営繕の一元化」と書いて

あります。そして、その官庁の営繕の一元化にちょっとお耳を拝借します。「建

設省のみならず、関係省庁においても、分散実施されており、このため、昭和43
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年に改革方針が閣議決定されたが、同決定に定められた部分的な一元化さえも現

在ほとんど進展していない」というのが昭和58年です。昭和43年に閣議決定され

たものが、昭和58年の臨調の 終答申でなおできていないと書いてある。そして、

臨調の 終答申では、この官庁の営繕関係業務の効率化ということで、「改めて

臨調の 終答申に一元化の推進に関する答申の趣旨を踏まえ、必要に応じて関係

省庁の調整を進めるとともに、民間委託の促進、営繕関係機構の再編、整理、合

理化、営繕関係職員の配置転換の推進等により全体として効率を図るものとする」

と。なおかつ昭和58年の臨調 終答申にも明記してあることが未だにできており

ません。営繕を一元化するなんていう考えられないことまで答申に載っている訳

ですから、私はそのことを少なくとも、この経済財政諮問会議ではあっと驚くこ

とを、是非、経済財政諮問会議でなければ言えないということを、是非、私は21

世紀のために明記していただきたい。 

例えば、大変失礼ですけれども、今、所得税が15兆8,315億円収入です。法人税

11兆1,740億円です。だったら、少なくとも所得税をゼロにして、消費税を10％に

上げるぐらいなことは書いていただいても良いのではないかと思うくらい私は思

っております。それくらい私は経済財政諮問会議の希望的観測といいますか、な

るほど経済財政諮問会議だということを是非していただきたいと思っております。

そして、所得税は15兆8,315億円の税収があるのであれば、10％にしたら幾らにな

るか。少なくとも国と地方とは違いますけれども、今の国の消費税収が９兆8,250

億円です。そうしますと、消費税１％が２兆4,000億円にしますと、少なくとも私

は11.5％、消費税を6.5％引き上げて、これがペイになるという単純計算もできる

訳ですね。6.5％上げて少なくとも所得税収をカバーできると。６％引き上げたら

14兆7,000億円入る。例えばですよ、それくらい国民に対して働くことの希望を持

てるようなことを是非、暴論かもしれませんけれども、それくらい私はショッキ

ングな、しかも21世紀を見通したことを経済財政諮問会議でしていただきたいと

いうことを是非お願い申し上げて、10分経ちましたから終わります。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、吉川議員と塩川議員から資料が出

ておりますので、吉川議員お願いします。 

（吉川議員） それでは、私ども民間議員のペーパー、お手元の「社会資本整備のあ

り方について」というのを御覧いただきたいと思います。 

ここには社会資本整備の将来のあり方、我々民間議員としては、こうあるべき

ではないかという方向がまとめてあります。時間の制約もありますから簡潔に説

明させていただきます。 

１ページ目、第一に「国から地方へ」と、こういう方向でやはり改革を進めて

いくべきだと言っております。この点につきましては、本日の会議でこれから後

ほど国と地方の関係という議論がありますので、詳細は省略させていただきます。

２番目は、２ページ目ですが、「官から民へ」ということで、例えば、民間委

託というようなことも考えて、要は効率化を進めてくださいということが書いて

あります。 
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それから３番目。これは重点化を更に進めてくださいと。14年度予算では御承

知のとおり重点化ということを図った訳でありますが、しかし、これには終わり

がないといいますか、さらに重点化を進めてくださいと書いてあります。 

重要な点は、２ページの真ん中あたりですが、「このため、諮問会議において、

重点的に配分すべき分野、厳しく見直しを行うべき分野等を昨年以上に明確に示

すとともに、総理の指示の下で、各大臣が責任を持って各省庁の政策・歳出を『根

元』から変革するプロセスを構築すべきである」と言っております。ここのとこ

ろが一番大事だと我々は考えております。 

またもう一つ、一番下の○でありますが、「道路等の『特定財源』については

そのあり方を引続き検討する。なお、特定財源とされてきた諸税の税率に関して

は、これらの税が有する種々の環境改善効果に十分配慮する」。先ほど扇大臣か

らも環境のお話しがありましたが、こうした点に配慮するべきであると言ってお

ります。 

３ページ目。４番目に実行ある効率化と言っておりますが、これも扇大臣が前々

から言われていますが、第三者による評価内容のチェック、あるいは情報公開の

徹底、国民に対する説明責任、こうしたものが当然公共投資には求められる。そ

の下に書いてありますが、色々改善されているとはいえ、しかし、未だに公共投

資のコストに関しては、民間事業に比べて割高になっているという見方も広く存

在しております。この点の改善がなお望まれるということであります。 

５番目には、既存プロジェクトの見直しを言っております。 

それから６番目には、公共事業関係の長期的な計画のあり方の見直しというこ

とも言っております。 

一番下の○でありますが、こうした長期計画策定の重点を従来の「事業量」か

ら計画によって達成することを目指す成果に変えるべきだ、こういうふうに言っ

ている訳であります。これは、昨年の「骨太の方針」でも書いた訳でありますが、

要は、長期計画には、事業額あるいは投資額というのを明記するのはやめた方が

良いのではないか、こういうことを我々言った訳でございます。やはり長い年に

わたる訳ですから、その間に経済環境も当然変わる訳であります。そうしたとき

に、長期計画にある投資額といったものがひとり歩きすると、効率性が損なわれ

るという面がある。こうしたことはやめた方が良いのではないかというのが我々

の考え方であります。 

後に４ページ。７番目の点でありますが、公共投資につきましては、経済財

政等の整合性というものを考える必要がある。 近、新人口推計が公表された訳

でありますが、少子化・高齢化というのが今までの予測をはるかに上回るペース

で進んでおります。こうした点で、厳しい財政状況を踏まえて、公共投資を含む

歳出全体の改革、要するに内容の見直しを更に進める必要があるという訳であり

ます。 

日本の公共投資というのは、国の予算で言いますと10兆円弱ですが、地方も含

めますと、その額というのは実に世界のＧＤＰのほとんど１％に相当します。年々
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歳々地球上で生み出される世界中のＧＤＰすべての100 分の１を日本の社会資本

整備に毎年充てているわけであります。これはある意味では驚くべき額ですが、

これだけのことをしても日本は、国際的な空港が便利であるとなかなか言われな

い。渋滞もある。あるいは国際的な港湾の競争力も落ちてきているというような

ことですから、これは考えてみれば大変不思議なことである。こうしたことから

も内容を見直すということが、これは私どもこの会議で繰り返し述べてきた訳で

すが、今後も更に行われる必要がある。この点が日本経済にとって大変重要な点

だと思います。幸い、たった今、扇大臣からも大変リーダーシップのある御発言

があった訳ですが、「新しい世紀」という言葉を使われたかと思いますが、まさ

に仰るとおりで、そうした点で更なるリーダーシップを発揮していただきたいと

思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣お願いします。 

（塩川議員） 私の方は土地の税制についてですけれども、１枚で済ませてあるんで

すが、土地税制改正がやかましく言われるんですけれども、私どもよく調べてみ

ますと、バブル前と比べ、もうすっかりそれ以下に税制は下がっているんです。

その実例がここへ出ている。例えば、譲渡益課税なんか、バブル当時、バブルで

土地税制が改正しました。きつくしたんですけれども、現在はそれを全部廃止し

てたり、停止したり、下げたりして、バブル前の状態以下になっておるというこ

とを見ていただきたいと思うんです。 

ただ、ここで問題は、固定資産税がちょっと高いなということがありますけれ

ども、これは追々市町村で修正してきておりますので、そのうち時価に相当した

ものになっていくだろうと思っております。 

そこで登録免許税、扇先生も仰いましたけれども、これを引き下げろというこ

とですけれども、これは確かに課税標準の特例が３分の１になっておりますけれ

ども、これが実は何で税収が多いんだと。課税標準を下げているのに多いのかと

いいましたら、これは金融機関の担保の付替なんか、これが実に大きいんですね。

今、金融庁の方からもこれの問題について、登録免許税について非常に強い意見

があるし、私も昨日、実は銀行の幹部の方々と話したとき、この要望が非常に強

かったこと、これは頭に入れてやっていきたいと思っております。 

それからついでに、吉川先生が仰った２ページのところがありますね。あれは

非常に大事なところだと思っておるんです。２ページの真ん中のところ、「この

ため」と書いてありますが、ここが一番大事なところなので、この精神でひとつ

やっていただければ。 

それからもう一つ、一番下のところの特定財源。これはやっぱり方針を諮問会

議等で決めていただいて、その交渉に手をかけていかなきゃいかんと思うんです。

これが決まりましたら、政府税調の方に諮問会議の意向はこうだということで、

これを具体化するのにどうするかということを早く作業に入ってもらわなきゃい

かんと。今日などでも、道路財源の確保、道路財源の確保とどんどん陳情が来る
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んです。そんなことも相手にしていたらくたびれちゃう訳ですね。 

それから、長期計画についてお話がございました。吉川先生の３ページですか

ね。これは、私は国会でも再三再四野党の質問に対して答えております。予算の

硬直化ということが一番怖いですから、これからの長期計画は全部金額を入れな

い。ビジョンと計画はしっかり作れと。そういう方向でやっていきたいと思って

おります。 

以上です。 

（片山議員） 税金のうち固定資産税が高いと言われましたけれども、固定資産税も

変えているのですよ。ただ、平成６年までは評価がばらばらだった、それを地価

公示の７割に揃えた。そこで、今まで極めて低かったところが普通になった。そ

れが高くなったということにはなる。 

それともう一つは、今、固定資産税が割合に増えているのは、農地から宅地に

変わっている。それから家が増えている、家屋が。だから、平成３年という低い

ときの数字を出したら駄目ですよ。高いときから言うとかなり落ちています。 

それから、不動産取得税も一番多いときからすれば７割になっています。都合

の良い数字を出して並べちゃ駄目ですよ。ずっと入れてやらないと。 

（扇臨時議員） ちょっと良いですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（扇臨時議員） ３点言います。今の総務大臣が仰ったことで、宅地というものはも

う農地から宅地にはほとんど転化できていません。現状では止まっています。少

なくとも、地価が商業地では４割で、住宅地では６割になっているということは、

税収は増加しているんですから、現実に高いということは確実に数字が出ていま

す。それから、地価の下落ということにかかわらず、今の７割評価ということを

仰いましたけれども、少なくとも私たちは2.5 兆円もの大幅な税収増があるんで

す。何で地価が下がっているのに2.5兆円増えているかというのは、それは宅地に

なったんじゃくて、今仰った７割評価というものが……。 

（片山議員） だから、言っているように７割にしたんですよ。東京は非常に安かっ

た。 

（扇臨時議員） ７割評価というものをしているから、今の2.5 兆円にあるというこ

とを、それは認識して欲しいということ。 

それから公共工事が10％昨年も削減しましたけれども、食料の安定供給関係と

いうのは５％伸びているんですね。過食時代にどうしてそれが５％伸びているの

か。公共工事が10％削減するのは当然のことで私たちも努力しました。けれども、

食料の安定供給関係費というものが何で５％伸びる。これだって、私はやはり不

思議だと思うんです。そういうとことも少なくとも全体の予算のバランスという

ものから考えて、そして今ここで仰いましたけれども、今、吉川議員からその御

報告がありましたけれども、国土交通省というのは、平成10年から評価制度とい

うものを行っています。ですから、今、各省庁の評価制度というのは、私、閣議

でうちの評価制度の見本を皆さんにお配りしたことがあるんです。それくらい私
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たちは評価制度というものをやってきたからこそ、一昨年の暮れに通した法案で

昨年の４月から施行した以後、公共工事の入札に関する汚職とか、丸投げとかと

いうのが止まっているんですね。ですから、評価制度を私たちは先駆けてやって

きたということで、ここに書いてありますけれども、これだけのことをしてきた

ということも認めていただいて、全省庁が公共工事に関しての評価というもの。

そして、今のここに書いてありますＰＦＩに関しても、今言ったような本当にＰ

ＦＩができるかどうか、各省の営繕を一元化しないで、43年と58年のそれすら今

できていないということも、私は、言葉ではＰＦＩと言いますけれども、果たし

て各省庁はＰＦＩができるかどうか。そのことだって根本が直らなければ、ＰＦ

Ｉで幾ら言葉で言っても全省庁足並み揃いません。そのことだけは是非、御認識

賜りたいと思います。 

以上で終わります。 

（竹中議員） ありがとうございます。この議論は、基本的には歳出に関して、もう

数週間でペーパーを取りまとめなければいけませんので、問題点を出していただ

くというプロセスで行っております。扇大臣から御指摘のありました個々の提言、

例えば、ＰＦＩ、営繕一元化等々重要な指摘だと思いますので、その中で消化を

していきたいと思います。 

社会資本そのものにつきましては、これは吉川先生、片山大臣、塩川大臣が仰

いました長期計画のあり方を見直すというのが大変重要なポイントであるという

ことと、歳出に重点を、さらに選択的にして重点を絞って、更に根っこから見直

すような歳出の決め方にしていくということをこの報告にたぶん明記することが

大変重要であろうかと思います。 

「特定財源について方向を」という御指摘がありましたので、時間がないんで

すが、もしこの点に関して、御議論がありましたらどうぞ出していただきたいと

思います。 

（扇臨時議員） 特定財源に関してだけ御報告を申し上げておきます。 

（竹中議員） 扇大臣、塩川大臣の順番でお願いします。 

（扇臨時議員） 担当でございますから。特定財源の中の自動車重量税だけのことを

言います。特定財源全部は言いません。去年、重量税の話が出ましたときに、少

なくとも暫定税率分で一般自動車は２年おきに車検を受けているのは皆さんご存

じのとおりです。そのときに車検で、暫定税率で払うのが２万2,800円なんですね。

そうすると、２年ごとに払う自動車の重量税に関して、３万7,800円の中で暫定税

率の２万2,800円を引きますと、２年ごとの車検のときに払うのは、暫定税率がな

ければ１万5,000円で済むんです。それを皆さんに３万7,800円払わせているんで

すから、これが法律的に何もないというのであれば、重量税の車検のときに、１

万5,000円で済むものを３万7,000円払わされているんですから、２万2,800円とい

うのはユーザーに還元すべきなんですよ。そういう声が当然起こってくるんです。

運動さえ起こります。これは道路に使うからというので黙って皆さん払ってくだ

さっているんですけれども、暫定税率で２万2,800円もとっているものをユーザー
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に還元しないで「他に使うよ」と言われたら、「まずユーザーに還元してくれ」

と言われること、重量税は法律にないですから、そのことだけは頭に置いていた

だいて、果たしてユーザーにどう説明するかということだけ皆さんで構築してい

ただければ、私は良いと思いますので、そのことだけは言わせていただきます。 

（塩川議員） 分かりました。だから、そういうことを基本方針を決めてもらったら

どうするかということを相談して。今こんなところで決められないでしょう。こ

の会議１時間半なんです。 

（扇臨時議員） だけど言っておかないと。 

（塩川議員） 分かりました。それよりは扇さん、電子入札を早く導入してください。

そうしたら、うんと経費が安くなるんです。 

（扇臨時議員） 電子入札よりも何よりも……。 

（塩川議員） 入札の方法を変えてもらったら、公共事業10％や15％一遍に下がりま

す。これは頼みます。 

（扇臨時議員） ただ、塩川大臣。電子入札は簡単なんです。今、一番もめるという

ので、公団が発注した中部の公共工事で金額を事前公表しちゃったんです。入札

で談合しないように事前に公開したんですね。そうしたら大変順調にいったんで

す。ただ、問題点が２つあるんです。事前に公表しますと、それぞれの人たちが

積算する努力をしなくなるんじゃないかというデメリット、それから公表します

と、あの程度で良いんだなというので、公共工事が高止まりするんじゃないか、

そういう２つのデメリットはありますけれども、今、中部で初めてやったら大変

スムーズに行ったので、電子入札はもちろんいたしますけれども、法律に書いて

あるんですから。 

（塩川議員） 電子入札が一番談合できないんです。お願いします。 

（扇臨時議員） 法律に書いてあります。一昨年通していただきましたから。 

（片山議員） これは基本的には、「特定」だけど、税の問題なんですよ。税制の一

環の中で幅広の議論をしなきゃいけないと思います。 

（竹中議員） 民間議員からそうした御提言もあろうかと思いますので、それでは、

国と地方のテーマに移りたいと思います。扇大臣ありがとうございました。 

（扇臨時議員） 呼んでいただいた限りは、どこかに私たちが言ったことが明記され

るように、少なくとも先ほど申しましたように、国民にショックを与えるくらい

の答申をしていただきたいことを要望して終わります。ありがとうございました。

（扇臨時議員退室） 

○国と地方の関係について

（竹中議員） それでは片山大臣お願いいたします。 

（片山議員） それでは、すみません。お手元に横長の紙があると思います。「地方

財政の構造改革と税源移譲について（試案）」と書いてあるものでございます。

色刷りでなくて申し訳ありませんが、 初に地方財政の構造改革ということで、

基本的な考え方をそこに書かせていただいております。 
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地方歳出に対する国の関与の廃止・縮減ということが１つ。それから、地方税

中心の歳入体系にしよう。地方税は３割自治と言われるように、約30％でござい

ますので、そこで地方税中心の歳入にすることによって、地方の収入とし、その

乖離を少なくしていく。そうすることが受益、負担の明確化につながるし、自立

的な財政運営ができるし、全体が効率化してくるのではないかと。 

それから、それ以外の地方財政の構造改革に関係のあるのは、市町村合併、地

方行革、それから国と歩調を合わせた歳出の削減・効率化。また、一番下に書い

ておりますように、恒常的に国も地方も公共サービスと国民負担の間にアンバラ

ンスがありまして、両方合わせますと、いつも30兆円を超える穴があくというこ

とが如何かなということでございます。収入を増やすのか、支出を削るのか、そ

のバランスを直さなければ、このまま段々拡大していくのではないか。 

それから、１枚めくっていただきまして、地方税財政制度改革の進め方でござ

いますが、地方税中心の歳入体系にすることが良いんだと１ページに書いており

ますけれども、そのためには、国から地方への税源移譲によりまして、国税と地

方税の比率を１対１にする。現在６対４でございますから、これを１対１にする。

それを実現すれば歳出規模との乖離の縮小になる。こういうことでございまして、

それじゃ１対１にするためにどう考えるか。これは二段階で考えておりまして、

１つは国庫支出金の整理合理化を推進して、それを地方税に振り替える。国税で

入ったものが国庫支出金という形で地方に流れてきておりますけれども、これを

止める。国税ではなく、それを地方税に振り替える。そうしますと、歳入、歳出

の両面での地方の自主性が向上しますし、現在、補助金という形で国が施策選択

をやっている。これがかなり非効率である。また、陳情等で無駄な経費もかかっ

ている。歳出の効率化につながる。「補助金一つで一課ある」と、嘘か本当か知

りませんが、言われておりますけれども、そういうことを含めての効率化が進む

ということであります。 

それから、第二段階はある程度経済活性化によって税収が回復して、地方財政

収支そのものも改善した段階では、第二段階として地方交付税を縮小して地方税

へ振り替える、こういうことでございます。それから、それ以外の地方税におき

ます問題点は、応益性の空洞化が起こっている。住民税では５分の１の人が払わ

ない。法人事業税は７割の法人が払わない。これへの対応、それから地方税を増

やす場合に、税源偏在の少ない税体系を作ることが大変に安定的になる。全体で

バランスがとれるということであります。 

そこで、税源移譲の具体的な実施案でございますけれども、まず第一段階の国

庫支出金の地方税の振替先行実施では地方税の拡充をどうやるか。今言いました

ように、税源の偏在性が少ない地方税体系といいますと、所得税から住民税、消

費税から地方消費税、こういうことでございまして、所得税から住民税に３兆円

ぐらい。これはどういうふうにしますかというと、今の住民税は税率が５％、10％、

13％と所得によってスライドしております、これをフラットな10％の比例税率に

する。応能の方は国税でやっていただいて、応益の性格を強める。フラットに10％
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の税率にする。こういうことによりまして、３兆円ぐらいの移譲を行う。現行の

所得税はそこにありますように15.8兆円、個人住民税が8.8兆円でございますけれ

ども、３兆円移動を考えたらどうか。それから、消費税につきましては、大体１％

が2.4兆円から2.5兆円でございますけれども、現在、消費税は１％を地方消費税

という形にしております。４％が国がとる。１％を地方がとる。これを１％をプ

ラス１％、２％相当に引き上げて２兆5,000億円動かす。現行は消費税は国の取り

分が４％で9.8兆、地方の１％で2.4兆円でございますけれども、これを１％引き

上げることによって、5.5兆程度の移譲が行われるということがまず１つでござい

ます。 

それから、地方における応益性の空洞化への対応ということで、これはかなり

議論されております。個人住民税における課税 低限、これはいろんな控除制度

の見直しでありますけれども、課税 低限や均等割りの見直しを行う。課税 低

限が夫婦子２人の場合で、個人住民税が325万円であります。所得税が384万2,000 

円でございますが、地方の方は応益性が強いということで、課税 低限を低くし

ておりますけれども、そこにありますように、所得割では就業者のうちの５人に

１人が非納税義務者になっている。個人住民税の均等割でありますが、都道府県

が1,000円、市町村が2,000円ないし3,000円でございますから、これを引き上げる

ということであります。 

それから、次に４ページで、法人事業税の外形標準課税、これは長年議論して

おりますけれども、これは増税ではなくて、現在の税収の中で、今の収益課税を

外形標準課税に直すということであります。約７割の法人が税負担なしというこ

とでございまして、法人税と同じ性格になっておりますので、これを外形標準化

することによって安定するし、公平になるし、応益性が強まるしということでご

ざいます。法人事業税収は多いとき、バブルのときは6.5兆円ありましたが、現在

は3.9兆円に減っておりまして、これが都道府県税では基幹的な税でございます。

それから、固定資産税につきましては、扇大臣からもお話がありましたが、固

定資産税そのものは、地価公示価格の７割にリンクしましたので、それまで相当

低かったところが上がったというのは確かにあります。しかし、これは市町村税

の安定的な税源でございまして、12年度では９兆円、11年度から見ますと３％ぐ

らい減っております。 

それから、４番目は課税自主権の尊重ということでございまして、現在も超過

課税はできる訳でありますが、地域の実情に応じた超過課税を行う。12年度で超

過課税を実施している団体は2,438団体、法人に対する超過課税が多うございまし

て、総額で4,630億円になっております。それから、法定外普通税や目的税でござ

いますが、これは独自に地方団体が税を作ることができるというものでございま

して、ただ、税源で良いものはほとんど既存の地方税になっておりますから、神

奈川県が臨時特例企業税40億円、これが大きいものであります。それから、核燃

料関係で13道県でやっておりますものが平成12年度で224億円。東京都の例の銀行

税は入れておりません。こういうことで税収を増やしていくということでござい
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ますけれども、国税の移譲の5.5兆円の原資は、国庫支出金のうちの奨励的補助金

が3.3兆円ありますけれども、奨励的補助金の７割を削減する。地方分権推進計画

が、これは閣議決定された計画でございますけれども、その中で、「奨励的補助

金は特定のものを残して、残りは全部やめろ」と。こういう提案をされておりま

す。一遍にはいきませんし、色んなものがありますので、７割程度この際思い切

って削減したらどうだろう。これで2.3兆円出ます。 

それから、国庫補助金は、国がこういうことをやってもらいたいからと出す補

助金で、国庫負担金というのは、国も地方も関係があるから割勘として出す。１

対１ではございませんけれども、そういうものでございまして、この負担金で一

番大きいのは義務教育の国庫負担金。小中等の先生方の給与を半分国が持ってい

るのでありますけれども、これが約３兆円です。それから、生活保護費が1.4兆円。

投資の方で大きいのが国道の改修費の補助や地方道の改修費の補助でございまし

て、これは道路特定財源にも絡みますけれども、両方で4,000億円ぐらい。また、

交通安全施設だとか、公営住宅などありまして、このうち投資的なものはちょっ

と除いて、経常的にかかる国庫負担金が6.3兆円ありますから、これを半減したら

どうだろうか。そうしますと、3.2兆円程度原資が出てまいりますので、このよう

に国税から地方税に移る5.5兆円に見合う国の地方に対する歳出をカットしてい

く。それでバランスがとれるということであります。 

１枚めくっていただきまして、地方交付税の見直しでありますが、算定方法の

見直しは、これは国の関与の廃止・縮減をやることによって、算定の簡素化を進

めておりまして、年々これは進んでおります。それから、経済財政諮問会議でも

御提言のありました事業費補正の見直しを今年度から実施いたしまして、算入率

を「現状」と書いてあるところに記されておりますように、概ね今までは60ない

し70％算入したものを半分にいたしました。原則30％程度に引き下げて、1.1兆円

のお金を振り替えることにいたしました。これが事業費補正の見直しであります。

それから、段階補正というのは、小規模なほど行政経費が割高になるので割増

をしてやろうというものでございますけれども、これを平成14年度から３か年で

約2,000億円、16％縮減する。これでも小さい団体で、何百万円か、何千万円か減

りますから、削られたところは色んなことを言っておりますけれども、これをと

りあえず、そこにありますように、全団体の平均から、より効率的な上位の３分

の２を基礎にすることによって、数字的には16、17％になりますので、それを削

減していく。これをさらに今後どうするかを検討していくというのが段階補正で

あります。 

それから、留保財源率というのは、交付税の計算上外す収入を留保するもので

ございまして、現在は県が20％、市町村が25％でございますが、これを見直して

いきたい。ただ、これは、大変大きな影響が全体にも、個別の団体にもあります

ので、１年なお検討して来年度ぐらいから見直しを始めようと、こういうことに

いたしております。 

そこで、地方交付税の２つ目は、税源移譲に対しまして、所得税も消費税も地
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方交付税の原資になっている。所得税を32％、消費税は約30％、したがいまして、

税源移譲で国の方は収入を支出で流すものですから、収入・支出のプラスマイナ

スがないが、国税が減りますから地方交付税の原資が減る。地方の方も支出の方

は中立でございますので、原資を確保しないと交付税の総額が減りまして、全体

としての国・地方の収入支出のバランスは崩れるということでありますから、対

象税目や交付税率の見直し、再設定が必要になるということを２で書いてありま

す。 

これが、第一段階の移譲でございまして、第二段階で地方財政収支の改善を踏

まえた地方交付税を地方税に振り替える。これによって１対１が完結する訳でご

ざいます。その場合、一番冒頭に言いましたように、恒久的な地方財源不足があ

りまして、この補てんのため、現在、赤字地方債を出しておりますが、これの解

消が前提になる。これは大変なことでございまして、このことを念のために書い

ております。それから、地方歳出の削減を行い、そういう中で、地方交付税から

地方税への振替によって、国税、地方税の完全な１対１を実現するということで

ございます。 

１枚めくっていただきまして、国庫補助負担金の整理合理化の基本的な考え方

というのがありますが、地方分権推進計画（平成10年５月29日閣議決定）で、こ

こで国庫負担金と国庫補助金を２つに分けておりまして、国庫負担金は、そこに

ありますように経常的なものは真に国が義務的に負担すべきものに限定すると。

それから、建設事業に係る国庫負担金は根幹的な事業に限る。それから、補助金

の方は以下を除いて原則として廃止・縮減をすると。これまで残すものをそこに

書いております。 

そこで一番下の表を見ていただきますと、国庫負担金が8.9兆円国から地方に行

っている。経常が6.3兆円、投資が2.6兆円、この6.3兆円の経常を半減したいと。

それから国庫補助金の方で廃止・縮減対象外が、上の四角に書いてありますが、

これが約5,000億円、その他が3.3兆円ありますので、この3.3兆円の中の約７割を

カットする、こういうことでございます。国庫負担金と補助金を合わせますと12.7

兆円程度ありまして、経常と投資を分けると表のようになっております。 

それから、もう１枚めくっていただきまして、現在、国税は48.8兆円で、地方

税が34.7兆円でございます。国税は58％、地方税は42％でございます。この34.7

兆円を3,300の地方団体が分けている。こういうことでございまして、このうち、

国から地方への移転が25.4兆円ある。これの大体半分ぐらいが地方交付税で、半

分ぐらいが国庫支出金、負担金と補助金だと。その25.4兆円のうちの今回5.5兆円

で振り替えるという訳でございまして、地方の移転分が5.5兆円減って、25.4兆円

の地方への移転額も変わるということになります。5.5兆円動かしますと、国税で

残るものが43.3兆円で52％。地方税が40.2兆円で48％になる。さらに、これは第

一段階でございまして、経済活性化等に伴う税収回復を待って、残りの振替を行

いますと、国税50％、地方税50％。地方への移転がまだ残ると、こういう訳でご

ざいますが、この白地の部分が国がまさに支出している経費であり、地方は地方
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への移転を含めて全体の約60％支出している、こういうことになるのであります。

5.5兆円と大変大きな数字でございまして、ある意味では衝撃的でございますけれ

ども、ここで税源移譲のための問題提起をさせていただいて、御議論を賜れば大

変ありがたいと、こういうふうに思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。本間議員と塩川大臣から御説明をお願いしま

す。 

（本間議員） それでは、お手元の「国と地方のあり方（論点）」というペーパーに

基づきまして、国と地方のあり方を整理させていただきたいと思います。今、具

体的に片山大臣からお示しいただきました改革案を含めて、どういう問題がある

かということを整理したいと思います。 

昨年、地方にできることは地方でということで、過保護、過干渉からの脱却と

いうことを「骨太の方針」で謳いまして、この問題に着手した訳でありますけれ

ども、公共投資及び医療制度改革に比して、この問題がほとんど昨年の予算編成

では顕著な前進が見られなかったということは、今年の改革において 大のテー

マに私はなるのだろうという具合に考えております。諸井委員会の中で機関委任

事務等の整理は一応行われた訳でありますけれども、財源的な対応というものが

不徹底であるということが各省庁の対立を下敷きにしながらくすぶっていたとい

うことでございまして、今回、この諮問会議の中で議論をしていく場合には、こ

の点についての見通しをつけていく、将来への改革の道筋をつけていくというこ

とが非常に重要だろうと思います。 

   90年代以降、景気対策ということで国と地方の関係というものが非常に複雑化

をしたのだろうと思います。１つは、これは奨励的な補助金等も増えたというこ

ともございまして、交付税と補助金との複合化が非常に進み、基準財政需要額が

成長の伸びに比べて極めて高い伸びを示した。その結果として、財源不足額が恒

常化をすると同時に巨額化をしたということが挙げられます。これは、現在、特

別減税の部分を加えますと14兆円、それを調整しますと10兆円規模の巨額な財源

不足が生じている。その結果として、これは入口ベースの交付税と出口ベースで

の交付税、さらには予算ベースにおける交付税と決算ベースにおける交付税とい

うものが著しく乖離をしているというのが現状であります。 

こういうような現状から出発をいたしますと、もう一度、原点に返って考える

ということが重要ではないかという気がします。その原点ということは、国と地

方の役割分担の徹底的な見直しであります。国と地方の役割分担を徹底的に見直

し、その究極の求める姿というのは、これは地方の自立ということに資するよう

な姿、形というものを描くということだろうと思います。今現在、財務省、総務

省及びその他の省庁の中では、この改革に当たって、補助金をどうするのか、交

付税をどのようにするのか、更には税源配分を移譲も含めてどのようにするかと

いうことで利害が錯綜いたしております。その意味で、このテーマも、三方一両

損的な考え方のもとできちんとした合意をつけていくということが重要であろう。
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三方一両損というのは、総務省、財務省そしてその他の補助金を担う各省庁であ

ります。この考え方は、基本的には効率化をし、国も地方も歩調を合わせて納税

者に報いる政府というものをどのように作り上げていくかということが も基本

的なテーマでありますから、そういう意味で、これを、三者というものを同時一

体的に改革を進めていくということが必然的なプロセスになるという具合に考え

ております。 

順序論というようなものが当然出てくる訳でありますが、これは御承知のとお

り、税源移譲から補助金、交付税という形で今お示しいただきました総務省の考

え方があろうかと思いますし、財務省等は、恐らく補助金、交付税、税源移譲と

いう形でのプロセスということをお考えになっているのかも分かりません。しか

し、論理的には、この三者は連立方程式を解くような形できちんと同時に考えな

ければならない性格のものでありますので、その点における順序論でこの問題の

本質を逸らして解決をいたずらに遅らせるということは、これはあんまり望まし

くない。その意味で国と地方の改革というものをまずどこからトリガーを引くか

ということになりますと、当然のことながら、国の関与を縮小し、地方の権限と

責任を大幅に増大させるということ。この補助金のあり方というものをまず機能

分担、役割分担の観点から見直していく。先ほどの経常的な補助金の問題、ある

いは奨励補助金的な問題、これについてどのように元々の望ましい国と地方の姿

からこれを考えるか。そのまま財源を維持し振り替えるだけの改革であっては、

国と地方の効率的な政府の実現の上では、これは進展はない訳でありまして、こ

のかかわり方について厳しく精査をしていくということが重要であろうと思いま

す。 

その上で財源の振替ということは当然起こってくるという具合に考えますが、

その際は当然のことながら、交付税と一体となって考えていくということが重要

なポイントであろうと思います。この部分のところでは、やはり基準財政需要額

の見直し等の部分のところも関係がありますし、国税５税プラスアルファ等の財

源の部分のところもありますから、これと連動しながら、この改革の道筋を明ら

かにし、かつ地方が自主的な課税権を行使しながら、受益と負担という観点で住

民に対する正当性というものを高めていくような効率化ということも当然求めら

れてくるという具合に考えております。そういうようなことを実現していく上で

巨額な財源不足額がある状況の中で、恐らく交付税の性格というものも財源保障

機能から財源調整機能へ移っていくということが必然的にありますし、財源不足

額をどのようなタイムスパンの中で解消していくかということも当然考えなけれ

ばならないものであろかと思います。 

こういうように考えてまいりますと、時間の余裕というのはそれほどないので

はないか。政府が早急にこの問題について全省庁的な形での対応、考え方という

ことを整理し、実現に向けて努力を行っていくということが重要であろうと考え

ます。そういうことを踏まえて、我々自身のまとめ方ということになりますと、

恐らくこれは両省からきちんとした対策案というものを表に出していただいて、
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水面下で弥縫策としての改革を実現するよりも、より真剣にこの場でやりとりを

するという手続というものが必要になってこようかと思います。 

さらに、以上のような努力をいたしましても、今の行政単位のままでは深刻な

財源上の問題及び地方における効率化の問題というのは解決できない状況になる

と思います。その際に、行政単位の問題について合併の状況、あるいは連邦制度

の考え方等もこの検討の中に入れ込んでいく必要性があるのではないかという気

がいたします。抜本的な改革を非常に長い間、昭和29年に地方交付税の問題から

始まりましてやっておる訳でありますけれども、いかにも弥縫策の連続というよ

うな感じがいたしますので、是非、今回はきちんとした議論を積み上げ、そして

この国と地方の根本的なあり様について真剣に検討する必要性があるのではない

かという気がいたします。以上です。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 私から発言させていただきたいと思うんですけれども、今、本間先生

の説明を聞かせていただいたんですが、この問題、議論しておったら６月の総理

の基本方針に間に合うものでしょうか。そうではなしに、先ほど先生が仰ってい

るように根本の国と地方の役割分担ということ、これを放ったらかしにしておい

て、片方は財源論ばかり走っている、片方は分権論ばかり走っておる。これが噛

み合っていないんですね。ですから、これは政治の 大の問題として、ちゃんと

方針だけこうするということを経済財政諮問会議で決めていただいたら、方針と

いうものは中身の方針じゃなくて、どこで議論しろ、いつまでに議論しろと、ど

んなテーマを中心にやれということを決めていただいて、場所を変えてやらない

と、経済財政諮問会議で今結論出すといってもとても出てこないと思うんです。 

私も言いたいことは色々ありますけれども、それらを言っておったらまた時間

をとることになりますので、ここにまとめて地方自立のための改革の基本的な考

え方というので、ここに出してきました。これは私の考えなんですが、どうぞこ

れを読んでおいていただきたいと思っております。 

ただ、コメントだけさせていただくならば、余りにも財源問題の財源の分配だ

けやっておったって、地方行政というものを一体どうするのかという地方行政改

革の問題と行政能力の問題とかというのは、根本の問題として、これをきちっと

解決していかなきゃいかんと思うんです。 

それと財源配分をします場合に、地方団体が府県と市町村とで利害関係が全然

違いますから、私のところに市町村長なんかは、「絶対交付税は触らないでくれ」

とやかましく言ってきて、「私がそれを言っているのと違う」と言うんだけれど

も、「塩川、あんたは交付税を触る、触ると言うから大騒動だ」と、こう言うん

ですが、そういう問題もありますので、これを一体として解決するのには時間を

かけてもらわなければいかん。本間先生の仰る三者一両損、この考えは尊重して

いかなきゃいかんと思っておりますので、願わくば、経済諮問会議のこの議論で、

ここで決めようなんてとてもできないから、席をちゃんとして欲しいと。席をす

るについて、こういう条件のもとで議論しろということは、総理からちゃんと指
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示を出しておいてもらったら、私はそれに基づいてやっていきたい。私の言いた

いことは、発言は別にして、資料に書いておきます。 

（片山議員） 国・地方の役割分担は、確かにそのとおりなんです。これが大議論で

地方分権改革推進会議ができて、２年前に地方分権一括推進法というのをつくっ

たんです。そこで一応の役割分担の整理は終わっているんです。それから後どう

やるかという議論はやらなきゃいけません。しかし、その議論をやっていると、

それは何も進まないということです。国と地方の基本的な役割分担、それは地方

分権一括推進法で一遍終わったんだから。その上で今議論して、次の役割分担を

どうするかは、息の長い議論をするよりしょうがないでしょう。 

それから、本間先生の言われた地方交付税の話で問題は、税源移譲をしますと、

地方の税の格差は拡大するんです。増えるのは東京や大阪や神奈川県はみんな増

えるんです。地方は補助金が行っているのが来なくなるんです。だから逆に格差

が開くんです。そうなると、いよいよ地方交付税がないからどうにもならないで

す。逆に。そこのところは大変辛いところなんです。税は大都市で増える。補助

金は地方に減る。格差拡大ですから、交付税は補填せざるを得ない。 

（本間議員） 交付税の性格を財源保障的な部分から、財政調整的な部分にきちんと

見直していくということがその前提でありますから、そこの部分は私は対応でき

るのではないかというように考えています。 

（片山議員） ただ、それはある程度の財源を保障している場合はできるんです。も

ともと財源がないところですから、日本の場合は保障と調整は一体なんです。 

（塩川議員） 地方は保障、つまり交付税で生きているんですから。 

（本間議員） 不交付団体が東京だけだという本質的な問題にかかわっている訳です。

そこの部分のところを考えながら、水平的なところの調整をどうするかだと思い

ます。 

（片山議員） 日本を同じように経済発展をさせなければならない。 

（塩川議員） 先生、市町村長が陳情に来るのは全然違いますよ。 

（本間議員） もちろん存じ上げています。 

（竹中議員） 石会長どうぞ。 

（石税制調査会会長） ２つ、３つ指摘させていただきますが、この片山プランにも

絡めて議論したいと思いますが、地方交付税の問題も含めて、国と地方の関係は

一審議会でもできないし、恐らく、場を設定していただくという塩川大臣の仰る

とおりだと思いますので、然るべき、ここでも良いし、あるいは関連の審議会を

集めてやるということも良いし、そういうことを言っていただいて、していただ

くのが一番早いことと思います。それから、政府税調も国と地方の財源の配分は

非常に関心があります。今日も３時間ほど議論いたしましたが、その中でも非常

に大きな問題がありました。そこで、片山大臣の方で、この資料をたたき台とし

てお出しになったということで、今後我々のところでも審議させていただきます

し、議論したいと思いますが、やはり、今仰ったとおりのところが一番問題であ

って、今こんがらがっていますから、どこを突破口にするかということで、政府
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税調が一貫して、地方交付税こそ国と地方の間のつなぎ目として問題は多いと見

ているんです。そして、この税源移譲も恐らく二段階でやられるときの第一段階

が国庫支出金であり、第二段階が交付税になっていますね。今、仰るとおり格差

が開くからと。しかし、税源移譲ということに踏み切った以上は、ある程度格差

が開くのはしょうがないと思います。今みたいな形の財源調整機能だけ、あるい

は財源保障機能だけやっているから問題だと思いますけれども、でこぼこができ

るのはしょうがないと割り切るしかない。ただ、東京とか、大阪、巨大なところ

は別なことでやるとして、そうなると、私は地方交付税を 初に担保を出さない

と、この議論は空中分解をすると思います。 

というのは、総務省がやられるのならば、総務省が自分から汗をかくという言

い方が良いのか、あるいは自分が犠牲になるというのが良いのか。国庫支出金な

どは総務省以外の省庁、この霞が関で総スカンを食うでしょう。どこが誰がやる

か、これがないと、この考え方は反対なんですよ。片山プランは何も功を奏さな

いと思います。やる以上、少なくとも5.5兆円の間、３兆円と2.5兆円に分けると

か、地方交付税をはっきり金額を入れて、具体的に交付税の算定から、ナショナ

ルミニマムが問題になっている訳ですから、過剰に保障しているというところが

一番税調では問題になっているので、そこをしっかり押さえないと。ある意味で

問題提起として、私はこれから大いに議論すると思いますので、そこをまず直す

ということと、もう一点は短く言いますが、地方消費税というのは、今の仕組み

からいくと、「地方」とはついていますが、あれは国税なんです。５％を集めて

１％分は、渡して勝手に配りなさいと言っている訳ですから、根っこは国税なん

です。したがって、１％を２％に回すというような形だと、国税をそっくり貰っ

て、また配分し直しなさいという形で良いのか。それとも地方分権の流れに沿っ

て言えば、税源移譲というのは地方が汗をかいて自分たちのために集めて、受益

と負担のために、その辺のはっきりしたことにしたいと言っている訳ですから、

地方消費税というのをこの財源に入れるのは、これは本来の趣旨から言うと大分

違ってくるんじゃないかと思います。できるかできないかは別として、やるなら

別なもので勝負しないと、地方分権の流れに沿った税源移譲にならないと思いま

す。 

（片山議員） そのね……。 

（石税制調査会会長） 仰りたいことは分かります。 

（片山議員） 地方交付税は、今言いました国税の５税です。これを振り替えても、

振り替えるのも大変技術的に難しいですよ。地方分権上は何の意味もないんです。

というのは、今、国の関与を縮小する。全体を効率化するということなんだから、

紐が付いているから問題なんで、国の補助金が国が決めて交付をして、あること

をやらせている訳です。地方の自立性が一つもそこにない訳です。補助金という

のは、国が政策を決めているんです。奨励的な負担金も。 

（石税制調査会会長） 国にやるなということを言っているんじゃないですよ。 

（片山議員） それをやめるということが構造改革なんですよ。自立性を認めないと
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いう議論になるんです。机の上の計算だけを写せということなんで、それも大変

難しいんですよ。先生が言われるのは。 

それから、交付税というのは、地方から言わせると国税の形をした地方税だと

みんな思っているんです。それは経済力が違うから、地方税をやってももの凄く

格差が開くから、国税の形をした地方税である交付税という形で分けているとい

う意味で、それは大変議論になりますよ。 

（塩川議員） この問題は別にやってもらいましょうよ。とってもじゃないけど……。 

（竹中議員） ありがとうございます。この問題を議論している真の意味は、先ほど

本間先生が言われたように、余りに問題が大きくて大変なので、だから、立ちす

くんでしまって全然議論ができなかったということ。そういった意味では、担当

大臣である片山大臣が、ここまで思い切った提言を総理の前で議論したというこ

と自体に改革の大きな意味があるんだと思います。先ほど塩川大臣が言われたよ

うに、これはこの場で議論できるような話ではありませんので、どのようにこの

議論を引き継ぐかということ総理と御相談して、この報告の中で明らかにしたい

と思います。 

それともう一つ、皆さんのお話の中で、国の関与を縮小していくということが

トリガーであるということは重要なポイントだと思いますので、そこを次回の歳

出の財政の中には反映させなければいけないのではないか。そこの入口を明確に

した提案を、これは各省庁と相談しながら、来月の取りまとめに何らかの形で入

れたいというふうに思っております。 

（小泉議長） これは前から議論されていることで、今、経済財政諮問会議でやって

いることは重要なんです。方針は決まっているんです。地方自治になっていない。

大体、交付税をもらっているところが９割以上でしょう。地方に税源も財源も移

す。地方の独自性を活かすということで色々議論が出てきたけれども、みんな地

方で交付税が削減されるのは反対と。しかし、交付税を見直すと言っているんだ

から、この経済財政諮問会議の方針が大事なんですよ。見直して当然格差が出て

くる。少なくとも交付税を貰わないところは、財政調整ならば半分ぐらい出なき

ゃおかしい。そして、国の仕事はどこまでやるか、地方の仕事はどこまでやるか、

財源はどう渡すかということになると、「地方の役所の仕事がなくなるから反対

だ」と。この前そう言った旧自治省の出身者のＯＢに「恥ずかしくないか」と言

った。憲法から見ても、全然地方自治じゃないじゃないか。全部中央に依存させ

て、交付税をほとんど撒いて、地方の努力に関係なく地方に陳情させてやる。こ

の役割は、方針は決まっているんです。問題はこれから総務省です。総務大臣で

す。少なくとも、反対が出てくれば、経過を考えて５年とか10年とか、そんな長

いスパンじゃない。１～２年か、２～３年で地方交付税を見直す。財源を地方に

移す。大体半分ぐらいを交付税を貰わないでやっていける状況をどうやって地方

に作ってもらうか。昔、三百諸公で全部やっていたんです。今、三千幾つかある

けれども。そういうことをここで方針が決まって場所を移す。総務大臣がやるん

です。総務省がやる。具体案を作るのが大事なんです。こういう方針をこの会議
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がなかったらできなかった。その方針を出して、空論じゃないですよ。具体化を

示してもらう。プロセスを、反対に対しても。それをきちんと方針に出して、あ

と何年かけてやるか。具体論をどうやるか。６月に方針を出しますから、はっき

りと。税調会長もお願いします。 

（石税制調査会会長） お願いします、是非。 

（小泉議長） そのために、この財政諮問会議があるんだから。 

（片山議員） 税源を保障すれば、交付税も変わるんです。 

（小泉議長） 交付税も変えなきゃ駄目です。 

（片山議員） 税財源を保障すれば交付税なくても良いんです。それで全体が変わる

んだから。 

（塩川議員） そういう指示を出してもらって。 

（小泉議長） そのために６月に方針を出すと言っているんです。空論じゃないです

よ。「議論ばっかりして無駄」じゃないですよ。方針を出しているんだから。や

るのなら総務省責任を持ってもらわなきゃいけない。地方税、交付税は、反対と

いうのがみんな出てくるんだけれども、何のために地方自治をやっているんだと

いうことが問われている。 

（塩川議員） それはやり方がありますよ。 

（小泉議長） やり方を具体的に……。 

（片山議員） 交付税だけじゃないですよ。国庫支出金の問題もある。 

（小泉議長） 税源も地方に渡さなきゃいけない。格差が出て当たり前なんですよ。

格差が出て当たり前なんだから、地方の努力を活かすような形にしなきゃいかん。

地方の自治を活かすような形にしなきゃいかん。 

（塩川議員） 一番簡単なやり方は府県は交付税は一切出さない。市町村は残す。そ

ういったらはっきりする。その代わり、府県の分に対しては、負担金で自主財源

はこうこうつくよと。そうしたら交付税は半分になっちゃう。そうしたら市町村

は泣きやむ。市町村なんです。 

（片山議員） そんなことをやったら、国と地方の仕事と財源が乖離しているのが問

題なんです。むちゃくちゃ言っちゃいけませんよ。仕事をどうするかということ

がまずなきゃ。 

（小泉議長） 地方の財源を移すと、地方はそんな財源はありませんよという返事が

必ずくるんです。というのは、幾ら税源が渡ったって、そんな税収は入ってきま

せんよという声が必ず返ってくる。それをどうするか、そういう具体論を財務省

と総務省が一番大きな権限を持っているからよく調整して、この方針に従ってど

ういう手順を踏むか、何年かかるかということを税との関係で議論してもらわな

きゃならない。 

（塩川議員） 総理が言うように、総務省でひとつ案を出してもらおう。 

（片山議員） 出しているじゃない。だから、これを何年でやるかということなんで

す。本間先生が言われるとおりなんです。税と補助金と交付税は、三位一体なん

です。三元連立方程式なんです。１つだけでは答え出ませんよ。 

22




平成 14 年第 13 回 議事録 

（竹中議員） 片山大臣からもいただいていますし、総理の御方針に則って、少し各

省庁で調整するようにいたします。 

○税制のあり方について

（竹中議員） それでは、時間がなくなってきましたので、すみませんが、奥田議員、

塩川大臣、速水議員、手短にすみませんが、説明をお願いいたします。 

（奥田議員） お手元に平成の税制改革というペーパーがございますが、御覧いただ

きたいと思います。 

改革の理念でございますが、これまでも我が国が目指すべき経済社会の姿を議

論してまいりましたが、これはグローバル化あるいは少子高齢化、こういった環

境の変化に対応して、民主導の持続的な経済成長が実現される、こういうことで

あると思います。そのための抜本的な税制改革には、冒頭に書かれているように

広く、薄く、簡素な税制、それから日本経済の競争力の強化、すべての人が参画

し、負担する、歳出の徹底的な見直し、こういった理念が掲げてあると思います。 

初に税制改革の視点でございますが、こうした理念を具体化する中で、 も

重要な視点は経済の活力であると思います。そして、税制改革と歳出、社会保障、

地方行財政の改革を一体的に行って、国民負担率の抑制と世代間及び世代内の公

平を図る必要がある、このように考えます。 

それから、改革の進め方でありますが、２に書いてある通りでございます。税

制改革の進め方は、特に広く、薄く、簡素に、こういった理念に沿って改革を進

めることや、また経済を早急に成長軌道に乗せるための政策税制をあるべき姿と

整合的に行うということが重要であります。また、持続可能な財政構造の構築に

向けて、行政サービスや歳出水準の徹底的な見直しを進める中で、必要な税制上

の措置についても判断する必要がある、このように考えます。 

税制改革及びそれに関連する項目でございますが、次の２ページでございます

が、目指すべき姿の５項目が書いてございます。第１に、持続的な経済成長の実

現、第２に、多様なライフスタイル、第３に、長期にわたる安心の確保、第４に、

地方の充実と活力、それから第５に、納得できる税制、こういうことであります。

これらに関連して私が特に強調したい点を４点ほど述べたいと思います。 

第１に、民主導の持続的経済成長の担い手として付加価値を生む源泉である企

業の活力の発揮が不可欠であると思います。日経センターの香西会長らの提言が

近出ておりますが、我が国の企業が欧米先進国だけでなく、アジア諸国との競

争に勝ち残っていくためには、法人の負担レベルの見直しや、研究開発、ＩＴ投

資の促進など税制基盤の整備が必要であると思います。 

第２に、活力を引き出す上では、住宅の果たす役割は大きく、国民の豊かな生

活の実現に不可欠のものである、このように思います。しかも、消費の誘発効果

も期待できます。こういった意味で資料にございます土地の有効活用と併せて良

質な住宅の供給を促進する、こういった税制が必要であると思います。 

第３に、長期にわたって国民の安心の確保を図る。こういう観点から公的年金
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制度を始めとする社会保障制度の抜本的な見直しがございます。世代間及び世代

内の公平を図りまして、持続可能な制度とするために、給付と負担の水準及び財

源のあり方について検討すべきであると思います。 

後に、特定財源のあり方の見直しということであります。受益と負担の関係

が明確である。こういう特質を活かしつつ、長期計画の見直しや事業の重点化、

効率化と連動させて制度の簡素化、縮小を図っていく必要がある、このように考

えております。 

私からは以上でございます。あとから本間さんからコメントを出していただき

たいと思います。 

（本間議員） 時間がないようでございますので、改めて機会を。 

（塩川議員） 奥田先生、これは建前論なんですね。今、本音を仰ったのは、４つで

まず経済活性化のための減税を考えろということですね。２番目に、良質な住宅

の供給を考えろと。それから安心の確保と、これはどういうことだかちょっと分

からないんですが、特定財源の結論を出せと、これが本音の提案であって、これ

は要するに、発表用の建前ですね。 

（本間議員） 基本的な考え方です。 

（塩川議員） これについて、この４つの問題について、どのような手段で議論し、

決めたら良いんでしょうか。そこをちょっと竹中先生にリードしておいてもらわ

ないと。こういうことを何遍も繰り返しておっても、具体的にどうするのかとい

うことになってくるんです。私の方の意見もちょっとありますけれども。 

（竹中議員） 本間先生、そこら辺を。 

（本間議員） これは建前のペーパーではございませんで、原理原則です。 

（塩川議員） これを国民に出しても分からんでしょう。そうかというふうなもので。 

（本間議員） 主税局が出される資料よりもずっと分かりやすいペーパーだと思いま

す。 

（塩川議員） これだったら、具体的に。 

（本間議員） 主税局や税調が出される資料は税項目で挙げていて全く分かりません

から、それを翻訳をして出したのが、このペーパーであります。 

（塩川議員） 主税局は分からないから何もせんということなんです。 

（本間議員） 主税局が出される資料、あるいは税調が出される資料は余りにも専門

的になり過ぎておりますから、人口に膾炙するように、国民に分かり易い言葉で

これは表現をしております。 

（塩川議員） それは分かりますよ。これは中身として何をやったら良いということ

なんですかということを聞いているんです。 

（本間議員） これを読んでいただきましたら、全体の税制についての抜本的な見直

しをお願いしますと。 

（塩川議員） それは分かっているんです。分かっているんですが、６月なんですか

らね。そのときに、例えば、奥田さんが仰るような活性化の取組、こういうこと

を考えるとかという提案でも出るなら、それならまだ議論はありますけれども、
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これを見ておったら……。 

（本間議員） お許しをいただけるなら、具体的に申し上げても良いんですが、なか

なかお許しをいただけていないので、ステップ・バイ・ステップでやっている。

ここでの基本的な考え方は、「広く、薄く、簡素に」ということを徹底的に行う。

法人税についても、我々はある種の想定を持っております。あるいは所得税のと

ころについても、ある種の想定を持っております。 

（塩川議員） それをちゃんと書いておいて欲しいんですよ。 

（本間議員） なかなかそれがお許しをいただけませんので。 

（石税制調査会会長） これは私ども税調の立場から見て、そう違和感はないんです

よ。大体基本的な方向は書かれておりますから、塩川大臣がよく仰るように、基

本設計でしょうね。あと、詳細設計は出ていないと仰っておられますように、細

かい点の具体的に制度に落とすときにイメージ、これは恐らくだいぶ人によって

変わるかもしれないけれども、この方向というのは、ある意味では全部並べた訳

ですよね。 

（本間議員） お許しをいただければ、具体的な提案をさせていただいても。 

（牛尾議員） 経済財政諮問会議は、こういう基本的な考え方を示して、具体的なこ

とは政府税調や党税調がやる。 

（石政府税調会長） はじめからそう考えていました。 

（牛尾議員） そういう考え方で我々は書きたかったけれども、それは書かなかった

だけなんです。 

（塩川議員） 分かりました。これを受けて具体的なものを考えれば良い訳ですね。 

（牛尾議員） そうです。 

（塩川議員） 良いですね。 

（牛尾議員） 良く読んで下さい。この報告についてだけ。 

（塩川議員） それだったら、それで考えさせてもらいますから。 

（本間議員） これで適当かどうか一応御議論をさせていただくということで。 

（竹中議員） むしろ財務省から、そういう強い要望を受けてやっている訳ですから。 

（本間議員） その後、ここで改めて検討するということになっています。 

（竹中議員） ３月29日に出すときも、むしろ塩川大臣を含めて余り詳しい議論をす

るなという話があった訳ですから、これは基本的な考え方を非常にはっきり分か

るように整理したものになっているということです。 

（本間議員） 我々は「出すな、出すな」と言われて出さなかった訳ですから。 

（奥田議員） 特に、２ページの３で(1) から(5) までありますけれども、ここらあ

たりは具体的に書いてありますので、これをやっていただければ、今、石会長が

言われたように、ほとんど書かれている。 

（小泉議長） ここで各論はやらないから、こういう方針で良いんですよ。 

（平沼議員） これは非常に良く纏まっていると思いますよ。ですから、私はこうい

ったことは非常に良く纏まっていると思うし、国際的な視点で、今、国際競争で

グローバル化ですから、それに耐え得るということも一つの視点に入れるべきだ
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と思います。 

（竹中議員） 速水議員、資料がございますが、何かございますでしょうか。 

（速水議員） 前回、構造改革が地方で上手く行っている例を項目だけ申しました。

これは、私どもの支店から集めた事例でしたが、この間、皆さん御関心がおあり

のようでしたから、今日はこれを少し具体的に書いてお渡ししただけでございま

す。やはり、規制緩和をきっかけとして新しい事業分野に着目して、地道な努力

を重ねている企業が各地でかなり成功しているということでございますので、後

で御覧いただければありがたいと思います。 

（片山議員） 竹中さん、このペーパーはもう一度議論できるんでしょう。注文が色々

あるんですが、もう時間がないみたいだけれども。 

（竹中議員） はい。大丈夫です。 

（片山議員） それではそのときに意見を言いますから。 

（竹中議員） この方針に基づいて、詳細なものを作るときに、各省の御意見をきち

っと伺うようにいたします。今日は民間議員からの御提案ということで今出てお

ります。 

（牛尾議員） 是非、次回はもう少し時間をとった方が良い。税制の問題はね。 

（塩川議員） これは方針だということですな。それを決めてもらった方が良い。 

（片山議員） 提案ですよ。 

（奥田議員） 今、総務大臣が言われたのは税源移譲の話と法人事業税の。 

（片山議員） いやいや、ほかに色々ある。書き方だとか、追加だとか。 

（竹中議員） 次回の諮問会議では、石会長から税制調査会における審議状況の報告

をいただいてということで、30日、来週の木曜日であったと思います。 

（小泉議長） 先ほど話しましたように、今日は色々良い提案が出たから、この方針

は大体固まってきたと思います。国と地方の問題、さっき言った問題、この基本

方針に沿って、あと具体的な手順ですね。何年ぐらいかけてやるか。そんなに悠

長にやっていられない。交付税の問題も含めて、税源、財源の問題。それと、社

会資本整備について、去年は５兆円削減して、２兆円重点分野をやったでしょう。

15年度予算において、これも引き続き小さい政府を目指して、無駄を徹底的に省

く。税制改革も大事なんですけれども、税制の面と同時に歳出の面、これも考え

なきゃいかん。だから、５兆円、２兆円に代わる具体的な、「じゃ、何兆円削っ

て、重点分野に何兆円振り向けるか」、こういう議論をこれからしていかなけれ

ばならない。そのための税制と歳入、歳出をどうするか。この問題ですね。 

それと、私は 初から言っているように、１月の税調の発足当時から言ってい

るように十分議論してもらう。11月、12月と一月も足らずで予算編成の税制改革、

こういうことではなくて、じっくり議論してもらって、夏ごろを目途に基本方針

を出すと言っているんですから、今、順調に来ているんです。 

（石税制調査会会長） 今、週２回のペースでやっていますから。 

（小泉議長） それで議論をしてもらって、６月にどういう方針が必要か、出すんだ

からどういう対象項目が必要か、その方向に順調に進んでいると思っています。
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その線で中長期的な視点から15年度税制改革はどうするか、経済活性化をどうす

るかという具体的な検討は６月以降になります。６月に基本方針を出します。そ

れは、今の議論の過程ですから、そういう方針が出たら、今度大事なのは各省庁、

関係大臣です。この関係大臣が主導権をとって、この基本方針に沿って役所内の

調整をしてもらうということが大事でありまして、今までのできなかった議論を

この経済財政諮問会議でしてもらっている訳ですから、大事な時期にきています

ので、今後ともお忙しいところ大変恐縮でございますけれども、よろしくお願い

したいと思います。今日は本当にありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

議事録等々はいつものようにさせていただきます。本日はありがとうございま

した。 

（以 上） 
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