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平成 14 年第 13 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 
○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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介があった。 
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（竹中議員） 審議に入る前に、先週 17 日にまとめた月例経済報告について報告したい。 
今月は基調判断を先月から上方修正し、「景気は依然厳しい状況にあるが、底入れを
している」とした。設備投資が減少し、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。ただし、今後は、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
と考えている。 

 
○社会資本整備のあり方について 
（扇臨時議員） 説明は 10 分なので、お手元の資料を説明し、思っていることを申し上

げたい。 
   竹中大臣から「底入れ」というお話があったが、公共事業受注量は本年１月に昨年

比▲15.7％。２月が▲12.0％、３月は▲7.3％で、「底入れ」とは差異があり、なお今
後見ていく必要がある。 

   お手元の資料の１ページ目。新設住宅着工は 117 万戸で、昭和58 年以来 20 年ぶり
の低水準。勤労者世帯の平均年収が３年連続で下落しており、住宅ローンを組むこと
自体が困難になっている。そのような中、個人金融資産 1,400 兆円を誰が持っている
かという右下の表で、これをどのように使ってもらうか。高齢者の資産を子供へ円滑
に移転する方法が必要で、贈与税特例を拡充していただきたい。一番左に「住宅建設
による大きな経済波及効果」。住宅建設によって生産誘発効果が住宅投資の約２倍、
耐久消費財に関しては、１世帯当たり大体 230 万円を使う。 

   ２ページで、活力を上げ、戸数を増やすために、高齢者と若者とがどうすればよい
か。一戸建てで世帯人員が、大体 3.7 人、床面積が 35.5 坪。親と同居しようと思う
と６人で、大体 49.7 坪必要。14.2 坪を増やすために 2,000 万円が必要だ。親と一緒
に住まないが子供の数に応じてマンションにする場合、平均で 2.5 人で、22.4 坪要
る。子供２人で４人だと 27.6 坪は欲しい。5.2 坪を補充するのに 850 万円必要。贈
与税特例は、平成 13 年度に 300 万円から 550 万円に引き上げられたが、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、2,000 万円はとっていただきたい。 

   ３ページは、商業地等の地価下落は、ピーク時の平成３年の 38％の水準。住宅地
も 64％まで下落。他方で、流通課税、登録免許税等々、税収は当時１兆 1,307 億円
で、地価下落にもかかわらず、12 年度で１兆 1,616 億円と、今の方が上がっており、
おかしい。市町村税に占める固定資産税の割合は、平成３年の 34.7％から、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。
譲渡課税は 26％で、株式が 20％なら、これも株式並みにすべきだ。世の中と税がリ
ンクしていないが、賢明な皆さんで検討して欲しい。 

   ４ページ。二酸化炭素排出量削減目標を「京都議定書による目標レベル」にしよう
とすると、運輸部門で約 4,600 万トンの削減が必要。特に、自家用車の排出量削減が
一番望ましい。低公害車は 2000 年度 63 万台。2001 年度上半期に 65 万台増加したが、
自動車税のグリーン化を有効に機能させ、低公害車を 1,000 万台以上にする目標達成
には、自動車部門の削減を達成すべきだ。自動車製造では、多くの産業が関わるので
経済波及効果が 2.69 ある。景気回復という意味で低公害車普及を促進する税制を講
じるべきで、国税での支援処置が是非必要。 

   ５ページ、「国際都市東京への４つの課題」。東京都から首都機能移転反対の陳情が
あった。公共工事が無駄ならば、未だ首都機能移転や国会移転をやるのかという話だ。 
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第一に、ＩＴ化だ。大手町、丸の内、有楽町のビルの 67.5％にＩＴ化の面で問題が
ある。第二に、歴史文化で、代表が日本橋。日本橋は平成 11 年に重要文化財に指定
されたが、景観が劣っている。上の高速道をビルの中に入れると、交通渋滞や交通ア
クセス等も緩和する。10 ページは東京駅の周辺の写真。大使就任のときに今でも馬
車で通る。東京駅から一直線に皇居に向けての道が「行幸通り」だが、大使が馬車に
乗って就任するなら、通りも風格あるものにすべきだ。12 ページ、羽田空港拡張の
話。４本目の新滑走路整備を東京都と話している。３工法があるが、御審議いただい
ている。工期は 2.5 年程度だが、最初に聞いたときは、約 10 年と言われていた。競
争させたら２年程度になった。競争原理を活かせば、必ず成果が上がる。 

   最後に、我々も最大限努力するが、小泉内閣では目に見えるものを実行しなければ
ならない。ＰＦＩは大事。また、昭和 58 年３月 14 日の臨調最終答申に官庁営繕の一
元化と書いてある。昭和 43 年に改革方針が閣議決定されたが、58 年の臨調最終答申
でできていないと書いてある。臨調最終答申では、官庁営繕について、必要に応じて
関係省庁の調整を進め、民間委託促進、関係機構の再編合理化、関係職員の配置転換
等を提言している。この最終答申の内容が未だにできていない。 
経済財政諮問会議では、あっと驚くような、経済財政諮問会議でなければ言えない

ことを 21 世紀のために明記していただきたい。例えば、所得税をゼロにして、消費
税を 10％に上げるぐらいは書いても良いのではないか。国民が働く希望を持てるよ
うなことを是非、暴論かもしれないが、経済財政諮問会議で御提案いただきたい。 

（竹中議員） 吉川議員。 
（吉川議員） お手元の「社会資本整備のあり方について」で、社会資本整備の将来のあ

り方について、あるべき方向をまとめた。１ページ目。「国から地方へ」という方向
で改革を進めるべき。２ページ目。「官から民へ」ということで、例えば、民間委託
など効率化を進める。また、重点化を更に進める。14 年度予算で重点化したが、更
に進めて欲しい。重要な点は、２ページの真ん中「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」という部分。また、「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。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
有する環境改善効果に十分配慮する。」これも重要だ。扇大臣御指摘のように環境へ
の配慮が必要である。３ページ目。「実効ある効率化の実現」だが、扇大臣御主張の
ように、第三者による評価内容のチェック、情報公開の徹底、国民への説明責任が、
公共投資には当然必要だ。改善されているが、未だに公共投資のコストは、民間事業
に比べて割高との見方も広くあり、一層の改善が望まれる。５番目は、「既存プロジ
ェクトの見直し」。６番目は、「公共事業関係の長期的な計画のあり方の見直し」。一
番下で、計画の重点を、従来の「事業量」から目指す「成果」に変えるべきとしてい
る。昨年の「骨太の方針」でも書いたが、長期計画に事業額又は投資額を明記すべき
でない。長い間に経済環境も当然変わるので、長期計画の投資額がひとり歩きすると、
効率性が損なわれる。 

   最後に４ページ。７番目で、公共投資については、「経済・財政との整合性」を考
えるべき。最近、新人口推計が公表されたが、少子化・高齢化が今までの予測をはる
かに上回るペースで進んでいる。厳しい財政状況を踏まえ、公共投資を含む歳出全体
の改革、内容の見直しを更に進めるべきだ。日本の公共投資は、国の予算では 10 兆
弱だが、地方も含めると、その額は世界のＧＤＰの約１％だ。世界のＧＤＰの 100 分
の１を日本の社会資本整備に充て、これだけやっても、国際空港が不便で、渋滞もあ
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るし、国際港湾の競争力も落ちている。不思議なことだ。内容の見直しが、今後も更
に必要というのが我々の考え方だ。この点が日本経済にとって大変重要な点。扇大臣
の御発言には大変なリーダーシップがあった。「新世紀」と言われたが、更なるリー
ダーシップを発揮していただきたい。 

（竹中議員） 塩川大臣。 
（塩川議員） 土地税制について。土地税制はやかましく言われるが、よく調べると、バ

ブル前以下に下がっている。実例を資料に示した。例えば、譲渡益課税は、バブル時
に強化したが、現在は全部廃止・停止又は引き下げ、バブル前の状態以下になってい
る。問題は、固定資産税がちょっと高いが、追々市町村で修正してきており、そのう
ち時価に相当したものになるだろう。扇大臣御指摘の登録免許税引下げだが、課税標
準の特例で３分の１になっているのに、なぜ税収が多いのかについては、金融機関の
担保の付替が大きい。金融庁や銀行幹部からは、この点について登録免許税の要望が
出ており念頭においてやっていきたい。 

   吉川議員の資料の２ページ真ん中の「このため」が一番大事であり、この精神でや
っていただきたい。特定財源については、方針を諮問会議等で決めていただいて、交
渉していかねばならない。これが決まれば、政府税調の方に諮問会議の意向を示しな
がら、具体化の作業に早く入ってもらわなければならない。 

   同資料の３ページ目。長期計画について。国会答弁でも何度も答えているが予算の
硬直化が一番怖い。今後の長期計画には金額は入れない。ビジョンと計画はしっかり
作るという方向でやっていきたい。 

（片山議員） 固定資産税も変えている。ただ、平成６年までは評価がばらばらだったの
で、公示地価の７割に揃えた。今まで極めて低かったところが普通に戻って、それが
高くなった。もう一つは、固定資産税の増加は、農地から宅地に変わり、家屋が増え
ている。平成３年という低いときの数字を出したら駄目で、高いときからは相当落ち
ている。不動産取得税も一番多いときの７割になっている。都合の良い数字を並べて
は困る。 

（扇臨時議員） もう農地から宅地にはほとんど転化できていない。現状では止まってい
る。少なくとも、地価が商業地で４割、住宅地で６割なのに税収は増加している。現
実に高い数字が出ている。地価下落にもかかわらず、2.5 兆円もの大幅な税収増があ
る。今仰った７割評価をしているから 2.5 兆円になっていることを御認識いただきた
い。公共工事が昨年 10％削減されたが、食料安定供給関係は５％伸びている。過食
時代にどうして５％伸びるのか。公共工事 10％削減は当然であり努力した。しかし、
食料安定供給関係費が５％伸びるのは解せない。全体の予算のバランスから考えて欲
しい。 
吉川議員の御報告があったが、国土交通省は、平成 10 年から評価制度を実施して

いる。私は、閣議で当省の評価制度の見本をお配りしたことがある。評価制度を熱心
にやってきたからこそ、公共工事入札に関する汚職や丸投げが止まっている。評価制
度を私たちが先駆けてやってきた点をお認めいただき、全省庁が公共工事の評価をす
べきだ。また、ＰＦＩも進めるべきだが、営繕一元化もできていない。果たして各省
庁でＰＦＩができるのか。 

（竹中議員） 社会資本整備に関する議論は、歳出に関する問題点を出していくプロセス
である。扇大臣の個々の御提言、例えば、ＰＦＩ、営繕一元化等々は重要な御指摘で
あり、その中で消化していきたい。 

   社会資本そのものについては、長期計画のあり方を見直すことが重要で、また、歳
出の重点を絞って、根っこから見直すことを報告に明記することが重要である。 
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   特定財源について御議論があればお願いしたい。 
（扇臨時議員） 特定財源に関して御報告したい。私が担当だ。特定財源の中の自動車重

量税のみ触れたい。一般自動車の場合、２年毎の車検時に、重量税 37,800 円を頂い
ているが、暫定税率部分は 22,800 円だ。暫定税率がなければ 15,000 円で済む。法律
的根拠がないので、22,800 円はユーザーに還元すべきとの声や運動が当然起こるだ
ろう。道路に使うので黙って皆さん払っているが、他目的に使うならば、まずユーザ
ーに還元すべし、と言われる。ユーザーへの説明も考えていただく必要がある。 

（塩川議員） 分かった。基本方針を決めてもらったら、どうするか相談する。今、ここ
では決められない。それより電子入札を早く導入して欲しい。そうすれば、経費が随
分安くなる。入札方法を変えれば、公共事業費の 10％や 15％は一遍に下がる。 

（扇臨時議員） 電子入札は簡単だ。しかし、公団が中部で発注した公共工事で、談合し
ないように金額を事前公表したら大変順調にいった。ただし、問題が２点ある。１つ
目は、事前に公表すると入札参加者が積算努力をしない可能性がある、２つ目は、事
前公表すると公共工事金額が高止まりする可能性がある。もちろん、電子入札は進め
たい。 

（塩川議員） 電子入札が一番談合できない。お願いしたい。 
（片山議員） 「特定」（財源）だが税の問題だ。税制改革の中で幅広く議論すべきだ。 
（竹中議員） 民間有識者議員からの御提言もあるかと思う。それでは、国と地方のテー

マに移りたい。 
（扇臨時議員） 呼んでいただいた限りは、どこかに私たちの主張が明記され、また、国

民にショックを与えるような答申をしていただきたい。この点を要望して終わりたい。 
 
○国と地方の関係について 
（片山議員） 資料を御覧いただきたい。１ページ目。地方財政の構造改革の基本的な考

え方について。１つ目は、地方歳出への国の関与の廃止・縮減。２つ目は、地方税中
心の歳入体系に。地方税は「３割自治」と言われるように総収入の約 30％なので、
地方税中心の歳入体系とし、乖離を少なくする。それが受益、負担の明確化につなが
り、自立的な財政運営ができ、全体が効率化する。その他、市町村合併・地方行革、
国と歩調を合わせた歳出の削減・効率化、国・地方の公共サービスと国民負担のバラ
ンスの再検討が必要だ。恒常的に、アンバランスがあり 30 兆円を超える穴があく。
バランスを見直さないと拡大する。 

    ２ページ。地方税財政制度改革の進め方。地方税中心の歳入体系にするには、国か
ら地方への税源移譲により、現在の国税・地方税の比率６対４を１対１にする。実現
すれば歳出規模との乖離が縮小する。移行過程は、二段階と考えている。第一段階は、
国庫支出金の整理合理化を推進し、地方税に振り替える。国税で入ったものが国庫支
出金として地方に流れているのを止め、地方税に振り替える。そうすると、歳入・歳
出両面で地方の自主性が向上し、歳出効率化につながる。現在、補助金として国が政
策選択しているが非効率だ。陳情等で無駄な経費もかかる。第二段階は、経済活性化
によって税収が回復し、地方財政収支そのものも改善した段階で、地方交付税を縮小
して地方税へ振り替える。それ以外に地方税の問題点は、応益性の空洞化が起こって
いること。住民税は５分の１の人が払っていない。法人事業税も７割の法人が払って
いない。この対応と、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
必要だ。全体でバランスがとれる。 

   ３ページ。税源移譲の具体的な実施案。まず、第一段階の国庫支出金の地方税への
振替先行実施では、地方税の拡充をどうやるか。税源偏在が少ない地方税体系という
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と、所得税から住民税に、消費税から地方消費税にということになる。所得税から住
民税に３兆円程度移す。住民税は、税率が５％、10％、13％と所得スライドしている
のを、フラットな 10％の比例税率にする。応能は国税でやって、受益の性格を強め
る。現行の所得税は 15.8 兆円、個人住民税が 8.8 兆円だが、３兆円の移動を考えた
らどうか。消費税は、１％が 2.4～2.5 兆円に相当するが、現在、１％を地方消費税
にし、４％を国が取っている。この１％を２％に引き上げ、2.5 兆円動かす。 

   地方税の応益性の空洞化への対応。個人住民税の課税最低限、それは種々の控除制
度の見直しとなるが、それと均等割りの見直しを行う。課税最低限は、夫婦子２人の
場合で、個人住民税が 325 万円。一方、所得税は 384 万 2,000 円。地方税は応益性
が強いので、課税最低限を低くしている。所得割では就業者のうちの５人に１人が非
納税義務者。個人住民税の均等割は都道府県が 1,000 円、市町村が 2,000 円ないし
3,000 円。これを引き上げる。 

    ②のイ「法人事業税への外形標準課税の導入」。これは増税ではなく、現在の税収
の中で、今の収益課税を外形標準課税に直す。約７割の法人が税負担なしで、法人税
と同じになっている。外形標準化することで安定し、公平になり、応益性が強まる。
法人事業税収は多いときは 6.5 兆円あったが、現在は 3.9 兆円に減っている。都道府
県税では基幹的な税である。 
 ③固定資産税については、固定資産税は地価公示価格の７割にリンクしたので、そ
れまで低かったところが上がったことはある。しかし、これは市町村の安定的税源だ。
12 年度では９兆円であり、11 年度から約３％減っている。 

   ④課税自主権の尊重。地域の実情に応じた超過課税を行う。実施団体は 12 年度で
2,438 団体。法人への超過課税が多く、総額で4,630 億円。法定外普通税、目的税は、
独自に地方団体が税を創設できるもの。神奈川県の臨時特例企業税 40 億円が大きい。
核燃料関係でも13道県合計で平成12年度で224億円。こうして税収を増やしていく。 
国税から地方税への移譲の 5.5 兆円の原資は、国庫支出金のうち奨励的補助金が

3.3 兆円だが、この７割を削減する。これは、閣議決定された地方分権推進計画の中
でも、奨励的補助金は特定のもののみ残し、その他は廃止とされている。一遍にはい
かないが、７割程度思い切って削減したらどうか。ここで 2.3 兆円出る。国庫負担金
は、国も地方も関係があるから割勘で出すもの。一番大きいのは義務教育、次いで生
活保護費。投資の方で大きいのが国道・地方道の改修費。経常的な国庫負担金が 6.3
兆円あるので、半減すれば 3.2 兆円程度原資が出てくる。これで、国税から地方税に
移る 5.5 兆円に見合う国の地方への歳出をカットする。それでバランスがとれる。 

   ５ページ。「地方交付税の見直し」。算定方法見直しは、国の関与の廃止・縮減によ
って簡素化を進めている。事業費補正の見直しも今年度から実施して、算入率を今ま
では 60～70％としていたものを半分にした。原則 30％程度に引き下げて、1.1 兆円
を振り替えることにした。段階補正は、小規模な自治体のために割増そうというもの。
これを平成 14 年度から３か年で約 2,000 億円、段階補正の 16％を縮減する。全団体
平均から効率的な上位３分の２を基礎にすることで、数字的には 16～17％になる。   
留保財源率は、交付税の計算上外す収入を留保するもの。県が 20％、市町村が 25％
である。来年度ぐらいから見直しを始めたい。税源移譲に際し、地方交付税の原資は
確保する必要がある。所得税も消費税も地方交付税の原資になっているが、国税の移
譲で減ることは、地方交付税の原資の縮小となる。そのため、対象税目や交付税率の
見直し再設定が必要になる。これが第一段階の移譲。続い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。この際、恒久的な地方財源不足
のために現在、地方が出している赤字地方債の解消が前提になる。さらに、地方歳出
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の削減をやる。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。 
６ページ。「国庫補助負担金の整理合理化の基本的な考え方」。地方分権推進計画で

は、国庫負担金と国庫補助金の２つに分けている。国庫負担金は、経常的なものにつ
いては国が義務的に負担すべきものに限定し、建設事業に係る国庫負担金は根幹的な
事業に限定する。補助金の方は、原則として廃止・縮減するとしている。下の表で、
国庫負担金 8.9 兆円が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。
この経常 6.3 兆円を半減したい。また、国庫補助金のうち廃止・縮減対象外分が約
5,000 億円、その他が 3.3 兆円ある。この 3.3 兆円の約７割を削減したい。 

   ７ページ。現在、国税は 48.8 兆円、地方税は 34.7 兆円。国税は 58％、地方税は
42％。地方税 34.7 兆円を 3,300 の地方団体が分けている。国から地方への移転が 25.4
兆円。約半分が地方交付税で、残り半分が国庫支出金、すなわち、負担金と補助金。
第一段階は、25.4 兆円のうち、5.5 兆円振り替える。地方への移転分が 5.5 兆円減っ
て、地方への移転額が変わる。すると、国税が 52％、地方税が 48％になる。第二段
階は、経済活性化等に伴う税収回復を待って、残りの振替を行う。すると、国税 50％、
地方税 50％。地方への移転はまだ残る。この棒グラフの白地の部分は国が支出して
いる経費。地方は地方への移転額を含めて全体で約 60％支出している。5.5 兆円は大
きな数字で衝撃的だが、御議論いただきたい。 

（竹中議員） 本間議員。 
（本間議員） 「国と地方のあり方（論点）」に基づき説明する。問題点を整理したい。 
   昨年、「骨太の方針」で、「地方にできることは地方で」ということで、過保護、過

干渉からの脱却を謳い、この問題に着手した。しかし、公共投資、医療制度改革に比
べ、昨年の予算編成において、この問題ではほとんど前進が見られなかった。したが
って、今年の改革の最大テーマになるだろう。諸井委員会で機関委任事務等の整理は
一応行われたが、各省庁の対立を下敷きに財源対応の不徹底がくすぶっていた。今回、
諮問会議で議論する際に、将来への改革の道筋をつけることが重要である。 

   問題は 90 年代以降、景気対策で国と地方の関係が複雑化したのだろう。奨励的補
助金等が増え、交付税と補助金の複合化が進み、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、財源不足が恒常化・巨額化した。現在、特
別減税を加え 14 兆円、減税分を除いても 10 兆円規模の巨額な財源不足がある。その
結果、入口ベースと出口ベースの交付税、予算ベースと決算ベースの交付税が著しく
乖離しているのが現状だ。 

    もう一度原点に返って考えることが重要である。それは、国と地方の役割分担の徹
底的な見直しである。役割分担を徹底的に見直し、地方の自立に資する姿、形を描く
必要がある。現在、財務省、総務省及び他省庁間で、補助金、交付税、税源配分移譲
を含めてどのように改革するか利害が錯綜している。このテーマは、三方一両損的な
考え方できちんと合意することが重要だ。どのように効率化し、国も地方も歩調を合
わせて納税者に報いる政府を作り上げるかが基本的なテーマ。三者同時一体的な改革
を進めることが必然的なプロセスになる。 

    順序論が当然出てくるが、税源移譲から補助金、交付税という総務省の考え方もあ
れば、財務省等は恐らく補助金、交付税、税源移譲というプロセスをお考えになって
いるかも知れない。論理的にこの三者は、連立方程式の同時決定解を求めるようなも
の。順序論で、問題の本質を逸らして、解決を遅らせるのは望ましくない。国と地方
の改革のトリガーは、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こと
だ。補助金のあり方を、まず機能・役割分担の観点から見直していく。経常的補助金、
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奨励補助金的な問題についても、元々の望ましい姿から考えるべきだ。国と地方の効
率的な政府の実現の上で、そのまま財源を維持し、振り替えるだけの改革では進展は
ない。この関わり方について、厳しく精査することが重要である。 

   財源振替の際は、交付税と一体で考えることがポイントだ。基準財政需要額の見直
し等とも、国税５税＋α等の財源の部分とも関係があるので、連動しながら改革の道
筋を明らかにする。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
観点からの効率化も求められる。交付税の性格は、巨額な財源不足額がある中で、必
然的に財源保障機能から財政調整機能へ移っていく。財源不足額をどのようなタイム
スパンで解消していくかも考えなければならない。 
時間的余裕はそれほどない。政府が早急に全省庁的な対応・考え方を整理し、実現

に向けて努力することが重要である。両省からきちんとした改革案を出していただき、
真剣にこの場で議論する必要がある。 

   さらに、深刻な財源上の問題及び地方における効率化の問題を解決するには、行政
単位の問題について、あるいは連邦制度の考え方等も検討する必要がある。きちんと
した議論を積み上げ、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がある。 

（塩川議員） 有識者議員の説明を聞いていたが、この議論をして６月の基本方針に間に
合うのか。根本の国と地方の役割分担を議論せず、財源論と分権論ばかりになってい
て、噛み合っていない。経済財政諮問会議は、中身の方針でなく、どこで、いつまで
に、どんなテーマを中心にするかという方針を決めるべき。場所を変えないと、経済
財政諮問会議で結論出すといっても出てこないだろう。 

   私の考えは、提出資料にまとめた。コメントとしては、財源問題だけを議論してお
り、地方行政をいったいどうするのかという地方行政改革の問題、行政能力の問題を
根本の問題としてきちっと解決しなければならない。 

   財源配分では、都道府県と市町村では利害関係が全然違う。市町村長から、交付税
には触れないでくれと陳情を受けている。これらを一体として解決するのには時間を
かけないといけない。本間議員の言われた三者一両損という考えは尊重すべきだ。 

（片山議員） 国・地方の役割分担は確かにそのとおりだが、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を作った。役割分担の整理は一応終わっている。
それから後をどうやるかという議論は必要だが、その議論をすると何も進まない。次
の役割分担については、息の長い議論をするより仕方がない。 

   本間議員の言われた地方交付税の問題。税源移譲をすると、地方の税の格差は拡大
する。増えるのは大都市で、地方は補助金の分が減り、格差が開く。そうなると、地
方交付税がないとどうにもならない。交付税は補填せざるを得ない。 

（本間議員） 交付税の性格を、財源保障から財政調整に見直すのが前提で、対応可能だ。 
（片山議員） ある程度、財源保障している場合にはできる。元々財源がないので、日本

の場合、保障と調整は一体である。 
（塩川議員） 地方は保障に大きく依存している。 
（本間議員） 不交付団体が東京だけという本質的問題にかかわる。そこを考えながら、

水平的調整をどうするかだ。 
（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。 
（竹中議員） 石会長。 
（石税制調査会会長） 国と地方の関係は、地方交付税の問題も含めて一審議会ではでき

ない。塩川大臣御指摘のように、場の設定が必要だ。ここでも良いし、関連審議会を
集めても良いだろう。政府税調も国と地方の財源配分には非常に関心がある。片山大
臣の資料は、今後、我々も審議していきたい。政府税調は一貫して、地方交付税こそ
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国と地方のつなぎ目として問題は多いと見ている。税源移譲を二段階で実施する際の
第一段階が国庫支出金で、格差が開くので第二段階が交付税になっている。しかし、
税源移譲に踏み切った以上、ある程度格差が開くのは仕方がないし、割り切るしかな
い。東京や大阪など大都市は別にやるとしても、地方交付税を最初に担保を出さない
と、この議論は空中分解する。国庫支出金などは総務省以外の省庁であり、総務省が
自ら汗をかかないと総スカンを食う。やる以上は、5.5 兆円を、３兆円と 2.5 兆円に
分けるなど役割分担を決めないといけない。ナショナルミニマムが問題になるのだか
ら、交付税も算定から見直すべきだ。過剰な保障が税調で問題になっている。 
もう一点は地方消費税。「地方」とついているが、国税である。国が５％集めて１％

配分しており、根っこは国税。１％を２％にするのだと国税の再配分になる。地方分
権の流れに沿うならば、税源移譲は、地方が汗をかいて自分たちのために集めて、受
益と負担に見合うようにするのが本筋だ。地方消費税を財源に入れるのは、本来の趣
旨とは違ってくる。別なもので勝負しないと、地方分権に沿った税源移譲にならない。 

（片山議員） 地方交付税は、国税５税。これを振り替えても地方分権上は何の意味もな
い。国の関与を縮小する、全体を効率化するから意味がある。紐が付いているから問
題であり、地方の自立性が育たない。補助金も奨励的負担金も国が政策を決めている。 

（石税制調査会会長） 国にやるなと言っているのではない。 
（片山議員） 補助金を止めるのが構造改革だ。これをやらないと自立性を認めないとい

う議論になる。それから、地方はそれぞれ経済力が違い、税収格差が大きいから交付
税がある。地方は、交付税は国税の形をした地方税だと思っている。 

（竹中議員） これを議論している真の意味は、余りに問題が大きくて大変なので、立ち
竦んで全然議論ができなかったということ。その意味で、担当の片山大臣が、ここま
で思い切った提言を総理の前で議論したこと自体に大きな意味がある。 

   議論の中で、国の関与の縮小がトリガーであるというのは重要なポイント。そこを、
歳出構造改革に反映させなければいけない。入口を明確にした提案を、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。 

（小泉議長） これは、以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
いることが重要だ。方針は決まっている。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割以上だ。地方に税源も財源も移す。地方の独自性を活
かす議論がされてきたが、地方は交付税削減には反対という。しかし、交付税を見直
すと言っている。この経済財政諮問会議の方針が大事だ。当然、格差が出てくる。財
政調整なら、少なくとも交付税をもらわないところが半分ぐらい出ないとおかしい。
そして、国の仕事、地方の仕事をどこまでやるか。財源を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」と言う旧自治省０Ｂに、「恥ずかし
くないか」と言った。憲法から見ても、全然、地方自治になっていない。全部中央に
依存し、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いる。方
針は決まっている。問題は、これから総務省がやるべきだ。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。半分の団体が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。地方自治体は 3,000 以上あるが、昔は三百諸公で日本全国やっていた。
そういうことを、ここで方針を決め、場所を移す。総務大臣がやる。総務省がやる。
具体案を作るのが大事だ。こういう方針はこの会議がなかったらできなかった。その
方針を出して、具体論を示してもらう。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。税調会長にもお願いしたい。 
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（石税制調査会会長） 是非、お願いしたい。 
（小泉議長） そのために、この経済財政諮問会議があるのだから。 
（片山議員） 税源を保障すれば、交付税も変わる。 
（小泉議長） 交付税も変えないと駄目だ。 
（片山議員） 税財源を保障すれば交付税はなくてもいい。それで全体が変わるのだから。 
（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。空論ではない。経済財政諮問

会議は「議論ばっかりして無駄」じゃない。方針を出しているのだから。やるのなら
総務省に責任を持ってもらわないといけない。地方税、交付税は、反対がみんな出て
くるが、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。 

（片山議員） 交付税だけじゃない。国庫支出金の問題もある。 
（小泉議長） 税源も地方に渡さないといけない。格差が出て当たり前なのだから、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」を活かす形にしなきゃい
かん。 

（塩川議員） 一番簡単なやり方は、都道府県には交付税を一切出さない。市町村は残す。
そうしたらはっきりする。その代わり都道府県に対しては、負担金で自主財源を配分
する。そうしたら交付税は半分になる。 

（片山議員） 国と地方の仕事と財源が乖離しているのが問題だ。仕事をどうするかとい
うことがまずはないといけない。 

（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という返事が必ず来
る。いくら税源が渡っても、そんなに税収は入ってこないという声が必ず返ってくる。
それをどうするか。そういう具体論を一番大きな権限を持っている総務省と財務省が
よく調整して、この方針を、どういう手順を踏むか、何年かかるかを税との関係で議
論してもらわなければならない。 

（塩川議員） 総理が言うように、総務省に案を出してもらおう。 
（片山議員） 出している。これを何年でやるかだ。本間議員が言われるとおり、税と補

助金と交付税は三位一体で、三元連立方程式だ。１つだけでは答えは出ない。 
（竹中議員） この問題は、総理の御方針に則って各省庁で調整したい。 
 
○税制のあり方について 
（奥田議員） 「平成の税制改革」という資料を御覧いただきたい。我が国が目指すべき

経済社会は、グローバル化、少子高齢化など環境変化に対応し、民主導の持続的な経
済成長が実現される、ということ。そのための抜本的税制改革には、「広く、薄く、
簡素な税制」、「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」が必要で、こうした理念が掲げてある。 

   税制改革の視点で、最も重要なのは経済の活力だ。そして、税制、歳出、社会保障、
地方行財政の改革を一体的に行い、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。 

   税制改革の進め方としては、特に「広く、薄く、簡素に」との理念に沿って改革を
進めることや、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
に実施することが重要である。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。 

   税制改革と関連項目として、２ページに目指すべき姿の５項目が書いてある。第１
に持続的経済成長の実現、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
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確保、第４に地方の自立と活力、第５に納得できる税制。これに関連して、特に強調
したい点が４つある。 

   第一に、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。最近、民間の日経センターからも提言が出されたが、我
が国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るには、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だ。 

   第二に、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
実現にも不可欠である。消費の誘発効果も期待できる。土地の有効活用と併せて良質
な住宅の供給を促進する税制が必要だ。 

   第三に、長期にわたって国民の安心の確保を図る観点から公的年金制度を初めとす
る社会保障制度の抜本的な見直しが必要である。世代間及び世代内の公平を図り、持
続可能な制度にするため、給付と負担の水準及び財源のあり方を検討すべきである。 

   最後に、特定財源の見直し。受益と負担の関係が明確であると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。 

（塩川議員） 建前はともかく、この資料のポイントは最後の４点であり、経済活性化の
ための減税、良質な住宅の供給、社会保障制度の抜本的な見直し、特定財源の結論を
出せということか。 

（本間議員） 基本的な考え方だ。 
（塩川議員） この４つの問題について、どういう手段で議論し、決めたら良いのか。具

体的にどうするのかということになってくる。竹中大臣にリードしてもらわないと、
具体論は進まない。 

（本間議員） これは原理原則であり、建前の資料でない。 
（塩川議員） これでは国民には分からないだろう。そんなものかと受け流される。 
（本間議員） 主税局が出す資料よりもずっと分かりやすい。 
（塩川議員） もっと分かりやすく。 
（本間議員） 主税局や税調が出される資料は余りにも専門的に過ぎる。これは、国民に

分かり易い言葉で表現している。 
（塩川議員） それは分かるが、中身として何をやったら良いのか。 
（本間議員） 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。法人税や所得税についても、我々は
ある種の想定を持っている。 

（塩川議員） それをちゃんと書いて欲しい。 
（石税制調査会会長） これは税調の立場から見ても違和感はない。基本的な方向は書か

れており、いわば基本設計だろう。塩川大臣が言われるように詳細設計は出ていない
が、細かい点を具体的に制度に落とすときに、イメージが人によって変わるかもしれ
ないが、ある意味では、方向性は全部並べていると思う。 

（本間議員） お許しをいただければ、具体的提案をさせていただきたい。 
（牛尾議員） 経済財政諮問会議は基本的な考え方を示し、具体的なことは政府税調や党

税調がやる。 
（石税制調査会会長） はじめからそう考えていた。 
（牛尾議員） そういう考え方で我々は書きたかったが、それは書かなかっただけだ。 
（塩川議員） 分かった。これを受けて政府税調などで具体的なものを考えれば良い訳だ

な。 
（牛尾議員） そうだ。よく読んで欲しい。 
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（塩川議員） それだったら、それで考えさせてもらいたい。 
（本間議員） これで適当か議論はさせていただく。 
（竹中議員） むしろそういう強い要望を受けてやっている。 
（本間議員） その後、経済財政諮問会議で改めて検討することになっている。 
（竹中議員） ３月 29 日に詳しい議論はするなという話を踏まえて、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。 
（奥田議員） 特に２ページの３の(1)～(5)は具体的に書いてある。 
（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。 
（平沼議員） 良く纏まっている。ただ、国際的な視点で、今、国際競争でグローバル化

しており、それに耐え得るということも１つの視点に入れるべきだ。 
（竹中議員） 速水総裁。 
（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上げた。それ

を少し具体的に書いた資料を用意した。やはり、規制緩和をきっかけに新しい事業分
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。後で御覧
いただきたい。 

（竹中議員） 次回は、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く。 
（小泉議長） 今日は色々と良い提案が出た。この方針は大体固まってきたと思う。国と

地方の問題、税制の問題、この基本方針に沿って、あとは具体的な手順だ。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。社会資本整備についても、昨年は５兆円削減して、２兆円重点化をした。
15 年度予算でも、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
も大事だが、税制の面と同時に歳出の面、これも考えないといけない。だから、「５
兆、２兆」に代わる具体的な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、歳出をどうするかだ。 
それと、税調には以前から言っているように十分議論してもらう。11 月、12 月と

一月足らずで予算編成の際の税制改革ということではなく、じっくり議論してもらい、
夏頃を目途に基本方針を出す。今は順調に来ている。 

（石税制調査会会長） 週２回のペースで審議している。 
（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、どういう対象

項目が必要か（を決める）。その方向に順調に進んでいる。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検討は６月以降にな
る。６月に基本方針を出す。今の議論の過程なので、そういう方針が出たら、今度大
事なのは各省庁、関係大臣だ。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ことが大事だ。今まで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。大事な時期に来ている。今後ともよろしくお願いしたい。 

（竹中議員） ありがとうございました。 
   （以 上） 


