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平成 14 年第 30 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（開催要領） 
1．開催日時: 2002 年 10 月 17 日（金）15:30～16:37 
2．場所: 官邸４階大会議室 
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・金融担当大臣 
同 片山 虎之助 総務大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
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 坂口 力    厚生労働大臣 
同 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)「税制改革の全体像」について 
(2)金融分野緊急対応戦略プロジェクトチームの経過報告について 
(3)総合的な対応策の経過報告について 
(4)その他 

3．閉会 
 
（配布資料） 
 ○ 税制改革の全体像 
 ○ 片山議員提出資料 
 ○ 研究開発減税・投資減税の基本的枠組み（石税制調査会会長提出資料） 
 
 ○ 金融分野緊急対応戦略プロジェクトチームについて（竹中金融担当大臣提出資料） 
 
 ○ 「総合的な対応策（仮称）」について 
 ○ 不良債権処理の加速に伴う総合戦略について（有識者議員提出資料） 
 ○ 平沼議員提出資料 
 ○ 金融システム安定化策の推進に伴う雇用面での対応（坂口臨時議員提出資料） 
 ○ 扇 臨時議員提出資料 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（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された。 
 
（竹中議員） まず、「税制改革の全体像」について。資料の通り御了承いただくという

ことでよいか。 
               （「はい」と声あり） 
（竹中議員） それでは、このようにとりまとめたい。それでは、片山大臣。 
（片山議員） 外形標準課税のイメージについて説明したい。資料を御覧頂きたい。 
   まず、導入イメージについて。大法人と中小法人に分けて、16 年度から大法人は

段階的に４分の１だけ外形標準課税にする。３年を経過した 19 年度から２分の１を
外形標準課税にする。最初の３年間は約 6,000 億円だけが外形標準課税になり、19
年度から倍の１兆 2,000 億円が外形標準課税になる。中小法人の方は、２年遅れの平
成 18 年度から４分の１導入し、対象の税額は 3,800 億円となる。21 年度から２分の
１、税額は倍の 7,500 億円になる。両方で外形標準課税が全体の半分の１兆 9,500
億円、残りは所得課税。したがって、この分、所得課税を外形標準課税に振り替える
ということ。中小法人は、例えば 3,800 億円を 243 万社で負担すれば、１社当たり約
16 万円だ。 

   資料２ページ目、平均的な法人の法人事業税負担のイメージについて。資本区分が
一番左、その次は資本等の金額の平均。売上高、従業者数の平均、それから外形標準
課税導入による赤字法人の平均税負担、利益法人の平均税負担額が書かれている。 

   1,000 万円未満は、平均で資本等の金額が 360 万円、売上高が約 8,400 万円、従業
者数が約７人。現在赤字法人は税負担額ゼロだが、これが４分の１導入のとき最大２
万 4,000 円、売上高の 0.03％、２分の１になっても最大４万 8,000 円。 

   ちなみに、今、利益法人は平均で約 30 万円法人事業税を払っており、これが外形
標準課税を４分の１導入すると25万円に下がり、２分の１にすると20万円に下がる。
括弧の中の約 180 万円は、法人税や住民税の法人税割も含めると 180 万円法人関係税
として払っているということで、その中の 30 万円が法人事業税ということ。 

   1,000 万円以上 5,000 万円未満の中小法人は、平均で資本等の金額 1,450 万円、売
上高が約４億円、従業者数が 18 人、現在ゼロだが、外形標準課税導入で欠損法人の
平均税負担が４分の１で 20 万円、売上高の 0.05％、２分の１で約 40 万円。利益法
人は平均 170 万円の法人事業税を払っているが、それが以下のように減額される。法
人関係税としては約 780 万円払っている。 

   5,000 万円以上１億円未満では、売上高が 25 億円で、欠損法人の税負担額は現在
ゼロだが、外形標準課税の４分の１導入で約 90 万円、売上高の 0.04％、２分の１で
約 180 万円。利益法人は平均 980 万円法人事業税を払っている。 

   １億円以上 10 億円未満では、約 80 億円の売上高で、欠損法人の税負担は、現在は
ゼロだが、外形標準課税導入４分の１で年間 280 万円、売上高の 00.4％、２分の１
で約 550 万円。法人関係税としては１億 4,700 万円、うち法人事業税が 3,000 万円か
ら、資料の通り減額される。 

    10 億円以上だと、約 940 億円の売上高、現在ゼロが年間 5,000 万円、売上高の 0.
05％が４分の１外形導入時、２分の１で約１億円となるが、今、利益法人は法人関
係税で約 21 億円、法人事業税では約４億円払っている。 
外形標準課税というと大変衝撃が強いよう感じる方々もおられるが、金額からする

と、負担可能な額だと理解いただけるのではないか。 
（石税制調査会会長） 研究開発減税・投資減税の基本的な仕組みについて説明したい。
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今年年初以来、総理大臣の指示もあり税制改革を進めている。経済活性化として、戦
略的に法人税が問題になり、具体的仕組みとして法人税率か、研究開発投資のような
政策減税か随分議論した。６月の段階で総理から５項目の来年度税制改正の指示をい
ただいた中には、はっきり研究開発減税・投資減税が書かれている。しかし、その後
も、法人税率も考えてもいのではないかとの声も根強くあり、あるいは政策減税は、
租税特別措置の拡大が予想される中、本来税調の姿勢とは違ってくるとの指摘もあっ
た。 

   様々な議論の末、税調としてまとめたことは、一般的な税率の減税では、恐らく企
業にキャッシュフローが増えても、過剰債務、過去の借金返しに回ることが多い。過
去５か年で９％も実効税率を下げているが、設備投資がそれほど呼び込めなかった。
方向を転換する意味で、研究開発減税・投資減税がよいとの判断に立ち、資料の通り、
具体的な設計をしてきた。 

   １枚目は、今の段階で、企業の投資計画に対して速やかに対応できるよう、こうい
う紙を用意した。「この際」以下は前から言っていること。 

   ２ページ目、３ページ目は研究開発減税、投資減税の２つに分けて説明している。
投資のリスクが高い、市場の原理だけに任せられない研究開発に対し政府が税制を使
い支援することはアメリカあたりではかなり広く使われている。「増額」ではなく「総
額」を対象にして試験研究費の税額控除を行うとか、研究開発支出のウエートの高い
ものに対してはインセンティブを与えるような仕組みがいいのではないか。 

   それを念頭に置き、３ページ目の最初、①から④まで具体的な項目で、今考えてい
る研究開発投資の減税の方法を考えた。 

   ①は、研究開発支出の多いものに対しては税額控除率を高くする。例えば、一般的
に税額控除 10％とするならば、研究開発支出の多いところは 12％とか 15％にすると
いう意味。 

   ②は、海外への委託研究等も含め、国の内外を問わず研究開発全般に対して利用で
きるよう、かつ業種を限定せずに利用できるようにしたい。 

   ③は、産官学の連携や、中小企業の研究開発には余分な配慮をしてもいいのではな
いかということ。 

   ④は、重要かと思う。制度の基幹的な部分についてはパーマネントにする。上積み
部分でより短期的に効果を高めたい点は、時限立法で上乗せしてもいいだろうという
ことで設計をした。 

   それから、設備投資税制は、ＩＴ投資減税と、４ページ目の研究開発用の特別償却
の２つ。実は設備投資一般について減税、マーケットに任せてもいいという議論もあ
った。しかし、集中的に限られた資源を投下する方がいいという視点に立った。ＩＴ
投資は短期的な需要創出が見込めるので、集中的にやろうと。これも政策減税である
が、この場合は期限を区切って、重点的に集中しようと。ＩＴに関しては対象事業者
を限定せず、ハードウエアのみならず、ソフトウエアも含むことを念頭に置き、具体
的には、政策減税として税額控除と特別償却の選択を考えている。 

   それから研究開発用の場合、ソフトの方、人件費や開発費は研究開発支出で賄い、
機械や設備等は、特別償却で期限を区切ってやる。対象業種は限定しない。 

   ただ、特別措置の拡大につながる措置なので、既存の租税特別措置を極力切り込む。
屋上屋になっても仕方がないので、新しいものが入った分、古いものを見直すという
ことを徹底的にやりたい。 

   これが大体我々が考えた基本的フレームだ。 
（竹中議員） ありがとうございます。何かありましたら。平沼大臣どうぞ。 
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（平沼議員） 今、片山大臣から資料が提出され、ひとつの考え方だと思っている。段階
的な導入、中小企業に対する外形税額などいろいろ配慮をされているということは多
としたい。 

   ただ、前にも申し上げたように、賃金課税は非常に慎重を期すべきだ。海外の例を
見ても、ドイツ、フランス、イタリアは、様々な配慮や特例措置を検討した結果、最
終的には賃金課税を廃止する方向になった。やはり、ここは引き続き議論させていた
だきたい。 

   それから、提出された資料は１つのモデルで、個々の企業を見ると、黒字法人の 8
0％は増税になるという別の結果もある。御意見は私どもも検討するが、さらに議論
をさせていただきたい。 

（片山議員） 中小法人に対する外形標準課税の総額は４分の１導入で 3,800 億円。個々
の企業にいろんな事情はあるが、致命的なことにならないのではないか。我々は赤字
が続くところには徴収猶予も考えている。いろいろ仕組みを考えている。都道府県の
長年の悲願で党の税調でも３年も４年もやってきている。そろそろけりをつけるべき
時期に来ていることはぜひ御理解いただきたい。 

（平沼議員） 本日とりまとめた「税制改革の全体像」にあるよう、引き続き検討する。 
（片山議員） 引き続き議論はさせていただく。 
（竹中議員） 制度の個々の問題については、さらに議論を深めることとしたい。 

それでは、金融のプロジェクトチームの経過を報告する。内閣改造から２日目にチ
ームを立ち上げ、さらに２日目に第１回の会合を開き、精力的に進めている。資産査
定は十分に行われているか、自己資本は十分か、その際、銀行経営におけるコーポレ
ートガバナンスは発揮されているかという点に焦点を当てディスカッションを進め
ている。 
個別に情報が出ると混乱を与えるため、来週前半に中間報告をし、月末に向けて最

終的にとりまとめるべく、議論を詰めている。金融はかなり技術的かつ、一つ一つが
行政の積み重ねで、緻密な議論をした上でないと、政策は外へ出せない。 

   今日の時点で申し上げておきたいのは、金融といっても広いけれども、大手の銀行
に焦点を当てる議論をしなければいけない。大手の銀行は、世界の市場が見てわかり
やすい形にしなければいけない。何より、この改革は国民すなわち預金者のため、健
全な借り手企業のため、投資家のためであるという観点が重要だ。したがって、これ
は企業を破綻に導くものでなく、銀行を強くするための政策、企業を強くし、悪い企
業を再生させることが究極的な目的ということを重点に据えなければいけない。 

   その際、中小企業に対する一時的なしわ寄せが起こらないよう特別な配慮をしなけ
ればいけない。今日からでも実現したいと思っているが、貸しはがし・貸し渋りの問
題について、金融庁の中に「貸し渋り・貸しはがしホットライン」を設けることにし
た。これは貸し渋り・貸しはがしに関する情報の電子メール、ファックスによる受付
制度で、この結果を銀行の検査、監督に結びつけることも踏まえ、国民のためにやる
ことを前面に打ち出した形の改革に持っていきたい。 

   銀行の問題は借り手の産業、企業側の問題でもあり、産業、企業の側からの御協力、
同時解決がどうしても必要だ。平沼大臣、扇大臣のリーダーシップに期待する。もう
一つは、不良債権が発生する元を絶つという意味でデフレを止める政策を同時にやる
必要がある。同時に国民の安心を得るためにもセーフティネット、中小企業対策、雇
用対策をきちんとしなければいけない。 

   来週の前半に、プロジェクトチームとしての中間報告をできるだけはっきりとした
形で出せるように努力している。それを受け総合的な対応策につき、各大臣のリーダ
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ーシップを発揮していただきたい。 
金融の改革に併せて、どのような総合的な対応が必要か。お手元の検討項目はあく

まで目次で、その中身について有識者議員、平沼大臣、坂口大臣、扇大臣から御報告
をお願いしたい。 

（吉川議員） 資料「不良債権処理の加速に伴う総合戦略について」を御説明する。 
  平成 15 年度は、公共投資の抑制、社会保障負担増・給付減も見込まれ、公的部門
がＧＤＰに対して１％以上のマイナスの影響を与えると予想される。そうした意味か
らも、マクロ経済と整合性のとれた先行減税を主張してきた。さらに、不良債権処理
を加速することになっており、一時的には経済への下振れ圧力を強める可能性もある。
経済へのマイナス効果を緩和するために、以下に述べる政策を総動員して、相当規模、
効果においてＧＤＰの１％程度の対応を行い、日本経済全体の再生を戦略的に進める
必要がある。ただし、従来型の公共事業でなく、「官から民へ」の構造改革を加速化
させ、新たな雇用機会を拡大させる方向での政策展開が重要だ。これから経済政策論
議は盛んになるが、一時的、場当たり的な需要と、日本の経済社会の未来を見据えた
持続的な需要と２つを峻別することが大切だ。要するに中身が大切だ。総合戦略とし
ては、以下の８点を挙げてある。 

   「１．金融システムの安定化」。平成16 年度までに不良債権問題を終結、決済機能
の安定確保、中小企業金融に対するセーフティネットの構築、新しい金融行政の枠
組みの確立。 

   「２．先行減税の実施」。デフレ圧力の緩和に向け、１兆円超のできる限りの規模、
目途として 2.5 兆円超の先行減税を実施する。盛り込むべき内容としては、法人の
税負担軽減を通じた企業活動の活性化、土地課税、証券税制等の改革を通じた資産
取引の活性化、不良債権処理の無税償却基準の緩和及び欠損金の繰越期間延長によ
る処理加速等が考えられる。 

   「３．一層の金融緩和の促進」。政府、日銀の連携が必要。 
「４．雇用対策の充実」。規制改革の大胆な加速を通じた新たな雇用機会の創出、

人材派遣会社等を活用した再就職の促進、公的サービス分野での一時的雇用制度の
活用、セーフティネット機能と景気への自動安定化機能を十分に発揮させるための
雇用保険制度の見直し。 

雇用保険制度は、15 年度に積立金の枯渇が予想され、給付、負担について見直し
が行われている。現在の制度は、給付、負担それぞれ制度的に合理化する余地があ
るものの、失業率が高まる中で、雇用保険の積立金が減っていくこと自体は、そも
そもそのための制度であり、合理的なことだ。したがって、制度の中身の見直し、
合理化は必要で、給付、負担とも配分の是正は進めるべきだが、全体として給付削
減、保険料の引き上げを来年度にするかは慎重に再検討すべき。 

   「５．中小企業対策の充実」、万全な金融セーフティネットの構築。具体的にはセ
ーフティネット保証・貸付の拡充、無担保融資制度の拡充、代替的資金チャネルの
創造、あるいは創業・新事業展開への支援体制の強化、政策金融の活用が考えられ
る。 
政策金融がセーフティネットとして活用されるべきとは考えるが、一方で、民間

銀行の収益力が低いことも問題で、その点で、民業圧迫の形で政策金融が使われて
はいけない。その点を注意をしながら、あくまでもセーフティネットとしての役割
を果たすべきだ。 

   「６．借り手側の産業調整、企業再生の促進」。産業再生法の改正強化、早期事業
再生ガイドラインの策定・提示、ＲＣＣ、企業再生ファンド等の活用の促進等を通
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して産業調整、企業再生を促進する必要がある。 
   「７．規制改革の加速」。構造改革特区の実現を皮切りとした規制改革の大胆な加

速、あるいは医療、教育、農業等の官製市場の民間開放の促進、都市再生にかかる
規制の緩和が進められなければいけない。 
「８．都市再生の促進」。民間の都市再生事業の推進、都市再生に関わる規制の緩

和、構造改革特区の活用。羽田空港再拡張の推進が考えられる。 
（平沼議員） まず、総合的政策パッケージの必要性について総論的に申し上げる。不良 

債権処理の加速は経済再生の必要条件だが、それだけでは経済再生は達成できない。 
将来に向けた自信と活力をもたらす総合戦略が不可欠だ。不良債権処理を経済不安の 
端緒でなく、経済再生の始まりとすることが必要だ。従って、不良債権処理を単なる 
企業の整理淘汰の引金としてはならない。企業を早期に再生をさせ、産業を再編し、 
新たな投資をスタートさせる機会にしなければならない。また、当然、万全なセーフ 
ティネットの整備も必要だ。 

   また、需要低迷を解決する政策が当面の対応として必要で、潜在的な民需の誘発に
よる需給ギャップ解消等の総合的なパッケージを打ち出すことが必要だ。さらに本格
的な経済再生を図るため、不安定な状況が終わった後の我が国経済の未来の姿を、こ
ういう処理をして、その先にこういうことがあるという形で、国民に明るさと希望を
もたらすよう、トータルな姿で示す必要がある。90 年代以降の経済混迷を教訓とし
ながら、今後の我が国の市場の規律や、経済政策のあり方、資源配分のあり方を根本
的に問い直すべき時期だ。少子・高齢化や、資源稀少の状況にある我が国なりに未来
像をどう描き得るか。仮称で「未来創造総合プラン」をとりまとめるよう、事務方に
指示して作業中だ。まとまったらお示ししたい。 

   次に、中小企業対策について。厳しい経済金融環境の中で、不良債権処理の加速に
より、やる気と能力のある中小企業への資金供給に障害が及ばぬように金融対策を強
化する必要がある。不良債権処理をどう進めるか、金融行政から提示されることが検
討の前提だが、現在のところ我が方として、以下のメニューを考えている。 

   貸し渋りや地域金融機関の経営合理化によって、資金供給が受けられなくなった中
小企業については、セーフティネット保証と商工中金の無担保融資制度で対応してい
きたい。 

   貸付債権がＲＣＣに譲渡された中小企業のうち、再生可能な中小企業を支援するた
め、セーフティネット保証の拡充等により対応したい。どうしてもつぶれるところは
仕方ないが、再生可能であれば、積極的にやらなければならない。 

   法的再建手続等により、事業再生に取り組む中小企業については、事業再生保証の
創設、事業再生融資の拡充により、しっかりと対応しなければならない。 

   これらの措置を講ずるために必要な法律案を、今臨時国会に提出する予定だ。今後、
金融行政で提示される不良債権処理策によって、これらの措置に追加すべきものがあ
るか検討する必要があるが、保証制度に万全を期するためには、財政基盤をしっかり
整備することが大前提で、このためには、数千億円の財政措置が将来必要になる。さ
らにセーフティネット保証の拡充等を行うとすれば、当然それを支える財政措置が必
要となってくる。例えば 10 兆円程度の規模で保証を行うとすれば、約１兆円の財政
措置が必要になる。 
こうした金融対策と併せ、誰でも、いつでも、すぐに、いろいろな創業と再出発が

可能となるよう、８月末の集中審議で御説明した施策の強化を進めている。また、中
小企業の市場からの円滑な退出についても、破産法等の改正を法制審議会で議論する
等の環境整備を進めている。 
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   雇用対策パッケージについて。ゼネコン、流通、製造、金融業でも技術者や専門職
は比較的転職は容易だが、一般事務職などの管理部門の職員は非常に転職が難しい。
失業者の持っている経験や技能に照らした転職の困難度合いに応じて、きめ細かな対
応をしなければならない。 

   ２番目としては、ＩＴ技術者、営業系人材などミスマッチが生じて人材不足が生じ
ている分野が存在し、こうした分野に人材が移動できるよう、真に実効のある再就職
支援策に、限られた資源を集中しなければならない。 

   第３に、失業者の能力、技能に応じて適用するプログラムを分けた方がよい。転職
が比較的容易であれば、送り出し企業の再就職支援やトライアル雇用支援で対応する。
転職が難しく能力転換を必要とする場合は、民間活力を生かした能力開発プログラム
で対応すればどうか。さらには臨時的な公的雇用プログラムで対応するといった施策
を組み立てるべきだ。経済産業を見ている観点から、実効のある能力開発プログラム
が確立されるよう、具体像、モデル、ＩＴ人材という幾つかの重点分野について提示
する用意がある。 

   最後に、労働者派遣の規制緩和、メリハリのある雇用保険の制度設計等、労働分野
の構造改革も推進していくべきだ。産業再生政策と雇用政策は一体的に進めていく必
要があり、引き続き、厚生労働大臣と御相談をしながら進めていきたい。 

（坂口臨時議員） 不良債権処理に伴う雇用の問題を考える際、その規模、スピード、分
野等の問題により、中身が随分変わってくる。全体の規模、不良債権処理の規模、そ
れに対するどんな財政的な手当がはっきりしていないのが現状。 

   ただ、何の予測もなしに考えていてもいけない。不良債権の処理対象額が 15 兆円
ぐらいと言われている。仮にその程度の処理だとすれば、新たに発生する離職数は大
体 65 万人程度と見込んでいる。その中で非労働力化する人も 15 万人ぐらいはいるだ
ろう。失業者及び転職者、両方合わせて 50 万人と踏んでいる。いずれにしても雇用
情勢が悪化する懸念がある。 

   雇用対策を進めていく場合、今年の予算に基づいたものにプラスしてやるとなると、
財源の話になる。これは塩川大臣のところでお願いをする以外ない。現在の厚生労働
省予算の中でやりくりのできるものは、緊急地域雇用創出特別交付金について、来年、
再来年向けに、合計 2,000 億円を各都道府県、市町村に貯蓄してもらっている。  
 ２番目には、緊急雇用創出特別奨励金があり、その基金の残額が 300 億円ぐらいに
なる見通しだ。これを使えないことはない。もう一つ、新規・成長分野緊急雇用創出
特別奨励金の基金は、現在残っている 500 億円ぐらいを使おうと思えばできるのでは
ないか。 
特別交付金の 2,000 億円と基金の残りの 800 億円ぐらいは、もう既に予算化されて

おり、使い道はある程度限定されるが、使わせていただくことはできるのではないか。
奨励金の 500 億円は、大体一人 70 万円ぐらいずつで７万人分ということになる。 

   地域によって雇用状況、環境は随分違い、また、そこで失業される人の業種や質も
非常に違う。やはり地域に見合った雇用対策をつくっていかなければならない。業種、
地域による格差も大きい。 

    現在キャリアカウンセラーをつくっており、昨年 1,000 名、今年１万人、これから
先５万人にしたい。この人たちを総動員して、特に世帯主で失業したような人を中心
にやっていく必要があるのではないか。 

   もう一つは、特別交付金として今年 1,400 億円、来年、再来年向けの2,000 億円と
組んでいる。その使い方は、例えば、駅前の自転車片付けや、空き缶拾い等、そのと
きだけで後になかなか続いていかないものもある。使い方をもう少し考えていかなけ



 

 8

ればいけない。今後、特別交付金等を使う時に、雇用を生み出す経費などにできるだ
け出していく。そのことによって雇用が後に続く。地方の企業等ももう少し知恵を絞
っていただくような使い道をしなければいけない。 

   そういうことを念頭に置きながら、詳細の詰めをしている。今年やっている非常に
きめ細かな政策については、今更繰り返す必要はない。こうした財源で、こうした方
向性でこれからやらせていただきたい。今後、月末に向け、さらにより具体的に進め
ていきたい。 

（扇臨時議員） 土地税制や都市再生、規制改革等の問題が所管に関わってくる。提出資
料に基づき説明したい。 

   まず、２ページの土地税制について。先日、片山大臣から固定資産税については地
方財政が厳しいから困るという話があったが、土地税制の見直しの必要性は、石税制
調査会会長からも指摘があった。固定資産税は市町村の重要な財源で、平成３年度は
市町村税収の 39.3％だったが、14 年度は 52.4％となっている。これが問題で、片山
大臣は、地方が逼迫しているからこの税制は見直さないというが、それは原則に反す
る。こういう場で、議論し合って変えていかなければならない。 
なぜ、このようになっているかというと、現在、商業地の負担水準が全国平均で

56.8％だが、大都市は 65.1％で、町村では 48.0％となっており、負担率が不公平に
なっている。活性化し、経済効果を上げるには大都市の 65.1％の負担を軽減し、公
平にしなければならない。活性化のために、固定資産税の高止まりを見直さなければ
いけない。都市が特にひどい。せめて全国平均の 50％台にし、都市の活性化を図る
ことを大前提に、土地税制を変えなければならない。 

   ３ページでは不動産証券化の推進について。税制と証券税制等の改善が吉川議員か
ら報告されたが、不動産の証券化を一番の目玉として考えるべきだ。左のグラフにあ
るように証券化の市場規模は、平成 12 年度の３兆 4,000 億円がわずか１年で６兆
4,000 億円になっている。一般の方はよく御存じないが、Ｊリート（不動産投資法人
の証券）という証券がある。大体、一口 20 万円から 50 万円で、これに主婦が目をつ
けている。右側に不動産投資信託（ＲＥＩＴ）とあるが、右端に枠で囲まれているの
が利回り。約５～６％の利回りは日本国内ではおよそこのＪリート以外にほとんどな
い。これが一口20 万円から 50 万円で買える。５～６％ぐらいの利回りがあり、いつ
でも換金でき、証券会社へ持っていくと現金にできる。しかし、残念ながら税制がネ
ックになっている。概ね４口以上の投資証券を保有すると１銘柄 10 万円の配当を超
えるので申告しなければいけない。確定申告することを嫌がる。これを、例えば１銘
柄 50 万円まで申告しなくても良いとなると４口 200 万円以上購入できる。５％の利
回りで 50 万円まで申告しないで良いとなると、1,000 万円まで購入することができ
る。しかも、これはインターネットで売買できる。一番伸びる可能性がある。ただし、
１銘柄 10 万円の配当を超えると申告しろとなると伸びない。 

   つづいて、都市再生。都市再生や特区、言葉はいいが、問題がある。それは地籍だ。
以前にもここで申したが、地籍調査が進んでいない。４ページ左の（例）に「公図」
があるが、地籍調査ができていないため、もし売買するとなったら問題が起こる。右
側のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと書いてあるところが反対だと言ったら大問題になる。それくら
い日本の地籍はできていない。山手線の内側の 5,600 ヘクタールを地籍調査すると
165 億円が必要。それでも、やろうと考えているが調査する職員が少ない。しかも、
住民の反対もあったりで難しい。少なくともお手伝いをしようということで、都市再
生本部とも意見は一致しており、都市再生の緊急整備地域を決め、地籍調査を重点的
にやる。都市再生も特区もこれができていないとできない。７兆円の投資で 20 兆円
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の効果を挙げるといっても、基本ができていないとできない。市町村の協力が必要で
ある。総務省からも協力いただきたい。 

   それから、民間議員から羽田の話があったがありがたい。私は小泉内閣として、公
共工事は無駄だと仰ることと、国家プロジェクトがなくなっていることが元気が出な
い原因だと思う。資料５ページあるように、空港、環状道路、港湾、電線地中化、ア
ジアも含めて世界中で日本は地盤沈下している。日本が先進国でいられるか否かとい
うことで表にまとめた。どれ一つとっても、先進国足り得る資格を持っていない。そ
のためにも、総理に指導力を持っていただき国家プロジェクトを示してもらいたい。
本来は、空港も高速道路もあるいは鉄道も国家プロジェクトでなくてはならない。公
共工事と国家プロジェクトを分け、公共事業すべてが悪いというのではなく、元気が
出るようなものが必要だ。目に見えるもので国際的なレベルになるものを、国家プロ
ジェクトとして、シーリング外でもやるという希望の持てるものを出さなければ元気
が出ない。ぜひ総理の発案で国家プロジェクトを国民に示していただきたい。 

（竹中議員） 時間もありませんので、最後に総理からお願いします。 
（小泉議長） いろいろ大事な点ばかりだが、これに向かって改革を進めていきたい。大

事な局面に来ておりますので、いわゆる、今までの行財政改革にプラス、金融改革、
税制改革、規制改革、歳出改革を加速させていくという方針でやっていきたい。今後、
15 年度予算編成あるいは 15 年度税制改革が本格化しますので、より一層この実現に
向けて頑張っていきたい。よろしくお願いする。 

（竹中議員） 対応策については、本日の御指摘を踏まえ、姿を作っていきたいと思いま
す。ありがとうございました。                       

       （以 上） 


