
 

 

平成 16 年第９回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年４月 26 日(月) 17:47～19:16 

2．場  所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣  

議員    福田 康夫  内閣官房長官 

同     竹中 平蔵  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同     麻生 太郎  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     中川 昭一  経済産業大臣 

同     福井 俊彦  日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗  ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩   トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明  大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

（１）郵政民営化に関する論点整理について 

（２）「基本方針 2004」について 

（３）その他 

3．閉会 

 

（説明資料） 

○郵政民営化に関する論点整理 

○骨太 2004 に向けて（有識者議員提出資料） 

○地方分権推進のための「地方税財政改革」（麻生議員提出資料） 

○国と地方の改革の推進に向けて（谷垣議員提出資料） 

○「国と地方の改革」に向けて（有識者議員提出資料） 

○新産業創造戦略 政策骨子（案）（中間報告②）（中川議員提出資料） 

○構造改革評価報告書２ 

 

(配付資料) 

○「ここまで進んだ小泉改革」パンフレット改訂版 

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

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

 

○郵政民営化に関する論点整理について 

（竹中議員） 本日は最初に郵政民営化に関する論点整理についての取りまとめを行う。

 1



 

 
その後に、「基本方針 2004」に向けた御審議をお願いしたい。 

それでは、郵政民営化に関する論点整理について、前回からの変更点を中城統括官

の方から説明させていただく。 

（中城政策統括官） 資料「郵政民営化に関する論点整理（案）」の１ページ、「民営化

の意義」の中の「現在免除されている預金保険料等を」、前回の「民間同様に支払

って事業を行う」から「預金保険料等を支払い民間同様の事業を行う」と修正した。 

   資料２ページの一番下、「地域・社会への貢献と金融機関との競争・共存のバラ

ンス」という形で「地域」の後に「社会」を入れ、「地域金融機関」を「金融機関」

とし、「共存」から「共存・競争」と書き改めた。 

   資料３ページ、「郵便貯金・簡易保険」欄の最後になるが、「民営化前の預金・保

険については、民営化前と同等の水準の保証を継続するとともに、適切に運営すべ

きではないか。一方、民営化後の新規の預金・保険に対する保証については、民間

と同等の扱いとし、適切に運営すべきではないか」という形で、民営化前、民営化

後、どちらも「適切に運営」という表現で統一した。 

   一番下のユニバーサルサービスについて、「ユニバーサルサービスについては、

定義やイコールフッティングとの関係を含め引き続き検討し」という言葉を加えた。

修正は以上である。 

（谷垣議員） 資料３ページ「民営化前の預金・保険については……適切に運営」とい

うところは、以前「管理」という言葉が入っていた。「管理」が省かれているが、

当然、国家保証が付いていることに見合った扱いをしていただくと認識してよろし

いか。 

（竹中議員） 具体策や適切なあり方はこれから議論するわけであり、そういう意味だ

と御理解いただきたい。それでは、本論点整理（案）を経済財政諮問会議としての

郵政民営化に関する論点整理としたい。よろしいでしょうか。 

               （「はい」と声あり） 

（竹中議員） どうもありがとうございました。総理から何かございますか。 

（小泉議長） 今日、郵政民営化準備室を発足した。３年前は反対論者ばかりで、諮問

会議の議員もできるとは思っていなかっただろう。必要性は分かっていても、政治

的にできるわけがないと思われていた。今は抵抗勢力が協力勢力になり、完全に外

堀、内堀が埋まって、いよいよ改革の本丸攻めである。頑張っていい案を秋までに

まとめてほしい。かつては、郵政民営化はできないという前提で改革が考えられて

おり、学者や評論家にも、できるわけないことをもう考えるなと言われた。それが

現実にできるようになってきた。色々御協力ありがとうございました。これからな

のでよろしくお願いしたい。 

（竹中議員） ありがとうございます。これからということでしっかりやっていきたい。 

 

○「基本方針 2004」について 

（竹中議員）続いて、「基本方針 2004」の御審議をいただきたい。まず、その枠組みに

ついて、有識者議員から説明をお願いしたい。 

（吉川議員） 資料に沿って説明したい。日本経済は、現在民間主導で着実な回復を続

け、平成 16 年度に「集中調整期間」が終わる。景気の流れからみると、2000 年 10

月が景気の山であり、小泉内閣はその山から６カ月程して誕生した内閣である。そ

の後、最初の年は非常に厳しい下り坂だったが、2002 年１月に底を打った。初めは

実感がないと言われ、実際、厳しい状況もあったが、昨年の後半からは景気の回復

が着実になり、経済の状況もかなりよくなった。地域や雇用の問題など多くの課題
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もあるが、経済の状況は大分よくなってきたというのが大方の意見であろう。 

    この間、「集中調整期間」を設けて政策運営を行ってきたが、16 年度はその最終

年であると同時に、17 年度からの新しい期間へ、つなぐ重要な年である。そこで、

現在の課題は何かというと、着実な景気回復の裾野を広げ、日本経済を安定した成

長軌道にいかに乗せるかということだと考えている。 

    資料に、「『集中調整期間』から『重点強化期間』へ」とあるとおり、ここでは

17、18 年度に「重点強化期間」という仮の名前をつけてみた。「集中調整期間」最

後の年の課題は、日本経済の足腰を磐石なものにすることである。例えば、不良債

権処理を着実に進め、バブル崩壊後の負の遺産からの脱却に目途をつけることであ

る。 

    デフレも良くはなってきたが、ＧＤＰデフレータなどで見ると、問題は残ってい

る。政府・日銀が一体となり、このデフレの克服を確実なものとする。平成 18 年

度には名目２％程度の成長を目指す。 

   さらに「骨太 2003」に盛り込まれた施策を着実に実行し、課題である地域再生や

雇用面で一段の努力を行うことで、景気回復の裾野を広げ、安定した成長を実現す

る。 

   「重点強化期間」は、経済が順調に回復しているといった追い風も受け、構造改

革の手綱を緩めることなく、「官から民へ」「国から地方へ」というこれまでの改革

の総仕上げを行い、同時に、人口減少、国際環境の変化といった新たな条件下での

成長基盤を確立することが求められる。「失われた10年」という言葉が使われるが、

その終結へ向けて新たな歩みを踏み出すことが大きな課題だと考えている。 

   以上が 16～18 年の大きな課題である。資料２枚目、「重点強化期間」の課題を５

つの論点にまとめた。具体的な課題は資料のとおりであるが、１点目は「官から民

へ、国から地方へ」という、分権改革の仕上げである。２点目が「官の改革」の強

化、３点目が「民の改革」の推進、４点目が「人間力の抜本的強化」、そして５点

目が「持続的な安全・安心の確立」である。 

次に「３．」では経済活性化に向けた重点施策について、さらに具体的に記載し

た。１つは地域再生であり、地域の自発性を生かせる規律ある支援策が重要なポイ

ントと考える。また、地域の基幹産業、具体的には農業、建設業、観光等の強化が

第１点。 

   また、雇用の問題もある。若年者の失業率は、男性が女性より少し悪く今でも 10％

程度で、全体の失業率の約２倍である。また、失業者にもなっていない無業者も５、

６年前は 10 万人と言われていたが、現在では 30 万人と推計されている。 

   若年雇用の問題に対する対策として、雇用保険に関連した施策が様々考えられて

いるが、今申し上げた人たちは、雇用保険からも漏れている人たちであり、施策は

十分でない。また、様々な施策があるが、必ずしも一元化されておらず、使い勝手

が悪いという問題もある。施策窓口の一元化が課題だ。このほかサービス分野、先

端技術分野での人材育成なども課題である。 

    それから、新産業創造戦略の策定・実施、公正取引のためのルール強化、アジア

諸国との経済連携の強化、すなわちＦＴＡないしＥＰＡなどが大きな課題だろう。 

   これから「骨太の方針 2004」の作成が本格化してくるが、最後に民間議員の気持

ちとして一言申し上げたい。骨太の方針は、文字通り国の政策の基本になるもので

ある。行政府、立法府の方々も含め、政策の立案に当たっては目先の利害を越えて、

常に我々の子ども、孫、さらにこれから生まれてくる日本人のことを考えて政策立

案に当たっていただきたい。 
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（竹中議員） 骨太の方針の基本的枠組みについて、関連する中身の話として、三位一

体、それと新産業創造戦略について、各議員から御説明いただく。 

（麻生議員） 「骨太の方針 2004 に向けて」について、小泉構造改革を進めていく上

で一番大切なことは、地方との信頼関係であると思っている。地方が不安になるこ

とがないように、今年の「骨太の方針 2004」で明確なメッセージを出すことが大

切である。骨太の中の「三位一体の改革」の中で、最も地方団体が重視しているの

は税源移譲である。４兆円の補助金の話しか出てきておらず、税源移譲の全体像が

見えてこない。少なくとも、所得税から個人住民税へ本格的な税源移譲をやってい

くことについては、３兆円の規模で税源移譲を実施することをぜひ先行決定するこ

とにしていただきたい。 

   これは2003年の４月１日の総理大臣の経済財政諮問会議の御発言を見ていても、

「三位一体をどこからやるか」、「税財源の移譲を行い、そこで出てくる矛盾を交付

税と補助金でどう解消するか」、という発言があるが、私も全く同感である。補助

金削減により移譲すべき額である３兆円について、全力挙げてやるにしても、仮に

３兆円に届かない場合は、私は地方税を国へ逆移譲するという調整の方法は十分に

あると思う。偏在性の高いものからやればよいので、やり方は色々ある。 

   次に、残りの国庫補助負担金改革については、税源移譲に結びつくものを中心に、

地方の自由度を高めるのが大事であり、その観点から実施する。今回、地方団体か

ら最も不満の多く出ているのは、地方の歳出カットのスピードが早すぎる、という

こと。地方歳出の見直しを進めつつ、ある程度出費の増を伴う治安対策や市町村合

併などを考えながら、地域再生を着実に進めるために、平成 17 年度に使える一般

財源総額は、前年度とほぼ同じ程度の水準を確保したい。それで、平成 18 年度ま

でに本当の意味での税源移譲を確実にしていくことが大前提だから、そういった意

味では、これらのメッセージが骨太の方針 2004 で地方に示されることによって、

地方団体も一緒になって三位一体の改革を推進し、地方の自由度を拡大していくこ

とが大事だと思っている。 

   具体的には、税源移譲については、現在、５％、10％、13％である個人住民税の

割合を 10％に一律比例税率化することによって、約３兆円の税源移譲を実施する

ことが確実になる。これにより、平成 18 年度までに税源移譲が本格的に行われる

のだということを地方に示す。 

   次に、国庫補助負担金の削減によって税源移譲すべき額が３兆円に届かなかった

場合には、地域によって偏在性数の高いものを国へ逆移譲することによって調整す

る。逆に補助金削減によって移譲すべき額がそれ以上増えた場合は、他の税目で追

加移譲するということである。比例税率化や逆移譲によって、地方の財政力格差の

問題にも、極めて有効に対応できると思っている。 

   次に、国庫補助負担金の改革については、公立学校や社会福祉施設などの施設整

備事業にかかわる国庫補助負担金の全体を見直さないといけないことになると思

うが、これは税源移譲につなげるように重点的に取り組む。こういった事業の規模

や施設の整備時期等については、地方団体が自由に選択するのが最善である。何に

しても、財源を税源移譲する必要というのがあると思っている。 

   このときに必ず問題になるのは、義務教育費国庫負担 2.5 兆円だと思うが、これ

は、「そもそも義務教育は」という、そもそも論からしていただきたいと思ってい

る。色々な意味で事務職員等の話を前回も申し上げたが、全額一般財源化に向けて

は引き続き検討するというのが昨年の取り決めだったと思う。ぜひその点もお願い

を申し上げたい。 
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   それから、生活保護についても、憲法 25 条、生活の最低保障の話と関係するの

で、単なる負担率の引下げは、とても容認できない。この点だけは重ねて申し上げ

ておきたい。いずれにしても、計画的に奨励補助金についても削減していくことが

必要であり、平成 18 年度までに３兆円の国庫補助負担金の改革実現を確実に実施

することが重要である。 

   交付税については、平成 16 年度において実質的に 12％、約 2.9 兆円の減となっ

ているが、とても減り方が激しいし、そのスピードについていけないという声が多

くの地方から出た。地方の 85％の市町村は反対である。しかし、この際、考えて

おかなければならないのは、人口５万人以下の市町村数の割合は 85％であるが、

そこに住んでいる人口は３割であるということ。市町村数から言ったら圧倒的に多

いが、人口数から言ったら少ない。この種の話を「圧倒的な数の市町村」とかとい

う言葉がよく使われているが、「圧倒的な数の国民なのか」という反論がある点に

ご留意頂きたい。しかしながら、過疎地域、山村、また離島等々の国民を考える立

場の政治としては、このような地方の声は絶対無視はできないので、一般財源、地

方税と交付税については、前年度と同程度の水準は確保しておくことが必要なので

はないかと思っている。 

さらに、今のルールでも、地方が行政改革を進めれば進めるほどその節約分を自

由に使えることとなる。今回は行政改革を進めれば、その分だけさらに財源が増え

る仕組みといったように、努力に応じて交付税が増減できる仕組みによって、交付

税をより一層市町村の経営能力に報いる仕組みとしたいと思っている。 

   最後に、特に財政力指数の弱い団体は、総じてなかなか対応もしにくい。そのよ

うなところでは、税源移譲は補助金に比べて少なくなると思うが、それでもある程

度の行政サービスの確保や地方の自由度の拡大は必要である。そこで、交付税等

色々な形で財政力格差の調整を行っているところであるが、そういう意味では、国

庫補助負担金改革を円滑に進め、かつ地方の自由度を拡大するためにも、地方交付

税の財源保障という機能は必要なものであると思っている。三位一体の改革につい

て御検討いただくに当たっては、地方の立場を代表する私どもの立場から言えば、

今申し上げたような点は、ぜひ留意していただければと思う。 

（谷垣議員） 国と地方の改革の推進についての私の考え方としては、資料にある通り。

国と地方の改革は、「基本方針 2003」等を踏まえて、年末までに全体像をきちんと

示すという方向で取り組んでいくべきだと思う。 

   国庫補助負担金改革については、総理の御指示に沿って平成 17 年度、平成 18 年

度に向けて３兆円の改革を着実に行っていく。その結果を受けて、税源移譲にしっ

かり取り組んで行きたいと思っている。それと同時に、地方歳出の見直し、地方交

付税の抑制もしっかり進めていただかなければならないと思っている。国と地方の

改革については、全体像を示して三位一体で決めるべきものであって、もちろん、

地方の自由度、権限と責任を増やしていくと同時に、今の財政状況ではスリム化と

いうことも併せて行っていただかなければならないのではないかと思う。 

   そのように考えると、国庫補助負担金改革というのは、国と地方の権限の分担に

ついて検討し、その成果によって、税源移譲はどうあるべきかということが必要。

最初から今の麻生議員のような御立論であると、腰が緩んでしまうのではないか、

と思う。３兆円の税源移譲になると、確かに麻生議員が仰るように、個人住民税の

10％比例税率化といったようなものが要るということだと思うが、私はその前に、

やはり権限と税源、権限の分配をしっかり考えていかないと、先にボーナスを寄こ

せと言われているような気がする。 
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   先に３兆円の 10％比例税率化、すなわち、３兆円の税源移譲をして、過不足は他

の税目で事後調整するという御提案であるが、これは既に実行段階に入っている三

位一体の枠組みを崩してしまうものではないかと思う。この比例税率化という考え

自体は否定すべきではないと思うが、地方税全体のあり方として考えていくのが筋

ではないかと考える。 

   地方税と地方交付税等の総額を前年と同水準とするという御提言について、理論

的には、これは地方税が増えない限り交付税を減らさない、あるいは地方税が減れ

ば、交付税総額を増やすということになる。だから、地方税増収の範囲に限ってし

か交付税を削減しないということになるが、これは、地方歳出を徹底的に見直す、

これによって交付税総額を抑制していくという「骨太の方針 2003」で決定された

改革の枠組みを反故にしてしまうことではないか。そもそも、地方歳入の大きさを

決めることで、地方歳出見直しの額を制約するのは本末転倒で、これは地方歳出見

直しの制約となると思う。 

   また、麻生議員の御提案は、地方歳出の徹底的な見直しによる地方財源不足の縮

減や、国・地方の基礎的財政収支の改善を棚上げするものではないかと思う。やは

り、赤字地方債を減らしていくことが地方のプライマリーバランスの改革になるし、

無駄な交付税を省いていくことが国債を削減するということで、国のプライマリー

バランスの解消にもつながっていくということであろうと思う。いずれにせよ、改

革後退との批判を招かないように、スピードを落とさず、地方歳出削減と交付税総

額の抑制を進めていくことが必要ではないかと思う。 

   また、国庫補助負担金改革について生活保護費負担金の見直しということが決ま

っているが、これは進めていかないと、３兆円の山は越せないと思っている。 

   また、建設公債を財源とする施設整備の補助金を財源移譲の対象とする議論もあ

るが、これはスリム化が基本であることなど、これまでの考え方を覆すものではな

いかと思う。差し当たって私が申し上げたいのは以上である。 

（竹中議員） それでは、同じく骨太の中心課題の１つである新産業創造戦略に関して、

中川議員から説明をお願いする。 

（中川議員） ４議員提出資料の「骨太の方針 2004 に向けて」の中で、経済活性化に

向けた重点施策として、新産業創造戦略を位置付けていただいたことに厚く御礼を

申し上げる。 

   提出した２つの資料のうち、「新産業創造戦略 政策骨子（案）」についてご説明

する。 

   ナノテク、バイオ、環境、ＩＴといった革新技術を利用して、国家として世界に

ナンバー１の産業分野をつくっていく。具体的には、現在選定中であるが、例えば

燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツなどであり、日本は民生用ということ

が前提にあるのだが、こういったものを日本発で創り、世界中に売っていきたいと

考えているところである。 

   また、先端技術だけではなく、眠っている地域の技術あるいは伝統技術というも

のが随分あるのではないかということで、「最先端分野で活躍する日本の伝統技術」

という資料を提出している。 

例えば、伝統の組紐技術を燃料電池用の超軽量水素タンクの材料にするというも

の。今までは、鋼鉄製のものであったが、炭素繊維を縦横だけではなく組紐の組合

せの方法によることで、非常に軽量で丈夫なものができる。 

   それから、折り紙を人工衛星の太陽電池に応用したもの。人工衛星が宇宙に行っ

たときに、折りたたまれた太陽電池パネルが、ぱっと開くというもの。 
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   また、ホタルの発光の原理を利用した衛生検査。先日、火星に探査機が降りたが、

地球上の細菌を持っていかずに、火星に地球上の細菌をばらまかない方法で検査を

行ったものである。 

   それから、このからくり人形。デモンストレーションをやってみる。 

（デモンストレーション） 

   これは江戸時代の「からくり儀右衛門」の考案のものだが、クジラのひげや、木

の歯車など、非常に微妙な糸の引っ張り具合で精巧に動作している。こういった伝

統技術を大いに活用して、先端技術に結び付けていこうということである。 

   そこで、経済産業省としては、メリハリの効いた選択と集中による財源等の投入

をし、分野を絞った国家プロジェクトについて、民が主体となって、官や学が協力

して行う、ということが必要だと考えている。 

   また、今申し上げたような埋没している伝統技術と、先端技術とを組み合わせる

ことを重視しなければならないのではないかと考える。 

   ３点目としては、知的財産権を保護することが重要。例えば、アメリカでは知的

財産の保護に関し、厳しい法律があるが、量刑の軽重は別として、知的財産権の保

護がなければ、インセンティブも減っていくだろう。 

   それから、やはり最後は人材。田中耕一氏が言われた「もったいない」ではない

が、人材の育成のための資金も重要である。アメリカでは、人材投資減税というこ

とを行っている州もあり、人材育成は重要である。 

   それから、子どもたちには「体験」が大事ではないか。サケは切り身でしか泳い

でないと思っている。本物を送ったら、これはマグロと思われたということを、実

際に体験したことがある。 

   また、ドイツのマイスターや、フランスのＭＯＦといった制度がある。非常に権

威と名誉のある資格を、国家が、70 歳で現場の第一線で働いている職人の方の尊

い技能に対して、称号や権威等を与えている。このような日本版の称号と権威、さ

らに資金も含めたインセンティブを与えるというようなことが必要であると思う。 

   最後に、私のところに来る外国からのお客様の何割かは、必ずその国の企業等の

方を連れて来て、セールスをやっている。日本であれば、小泉総理や我々が海外に

行くときに、経済界や農業関係者、研究者の皆さんと一緒に行って、総理大臣自ら

トップセールスをやる。これは議論の分かれるところだと思うが、各国では実際に

やっているので、一定のルールのもとに、今後、「世界に売っていく」、「良いもの

を買って貰う」ために、そういったことも必要ではないかと考えている。 

（竹中議員） それでは、まず、国と地方の議論に関して、民間議員から議論のキック

オフをお願いします。 

（本間議員） 私の方から民間有識者議員資料「『国と地方の改革』に向けて」につい

て説明する。 

   三位一体改革とは、国と地方の姿・形を変える大きな構造改革であり、昨年の補

助金の１兆円改革を発端として、地方からいろいろな声が挙がっており、国民の関

心も高まっている。そこで今年は、年内に平成 18 年度までの三位一体改革の全体

像をまとめていく必要性があると思う。ただ、昨年の１兆円については、政府一体

となって取り組んだものの、国民にとってみると今一つ分かりづらい、という率直

な感想も聞いている。そういう意味で、これからは、全体像を示しながら、加速さ

れた形で、三位一体の改革を推進していく必要があると思う。 

   重要なポイントは、地方の中から、三位一体改革とは国の財政再建のための道具

ではないか、国の財政再建のために地方が犠牲になっているのではないか、という
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誤解がなされている点である。その理由は、小さくて効率的な政府の実現という、

財政の持続可能性あるいは財政再建の問題と、この三位一体の改革とが必ずしも結

びつけて議論されていないところに原因があるのだろうと思う。国と地方は財政の

両輪であり、マクロ経済との整合性を図っていく上では、国と地方が協力しながら、

プライマリーバランスの回復に向けて、どのような姿・形で実現するのかというこ

とを検討していく必要があり、その点で、国と地方、マクロとミクロの整合性の原

則をどのように取っていくかということを明示化する必要があると考えている。 

   それから、資料中の１番目にある税源移譲について、実は、麻生議員、谷垣議員

の両論併記的な形で書いている。これまでのアプローチの中で、総務・財務両省の

考え方というのは、幾分理解の仕方が違っているところがあった。補助金を先に削

減し、財源移譲するという財務省のアプローチと、今日、麻生議員からお話いただ

いた税源移譲を先にして補助金をその後で精査をするといった考え方の違いがあ

る。我々は、両者を結びつけて全体の中で仕上げていくことが必要だと思うので、

この点で協調性の原則、つまり国と地方が一体となって、マクロとの整合性も含め

て実現していくことが必要と考えている。この統一的な見解というものを、きちん

と共有していくことが重要だと思う。 

   ２番目の国庫補助負担金改革について、これまで４兆円の補助金削減ということ

で１兆円を先行実施したわけだが、残りの３兆円についてもきちんと仕上げていく

必要がある。これからの２年間の「新工程表」を今の段階で整えておかなければな

らないと思う。ここでは、国と地方の役割分担を、単に補助率の引下げということ

ではなく、国と地方が補完的に政府の機能を担うのだという考え方を原則として組

み立てていく必要があろうかと思う。その点で、今の段階では、国と地方の役割の

見直しは、必ずしも十分ではないし、公共事業に関する理解も両省の間で乖離して

いると思う。その意味で、補完性の原則を確立しながら仕上げていくことが必要で

あると考える。 

   さらに、地方交付税の問題。これは、必ずしも十分に精査されたものではないと

認識しているが、国が真に財源保障すべき部分について厳選し、そして交付税改革

のあるべき姿というものを全体像に盛り込み、さらには、交付税依存型の地方財政

が持つ脆さを是正していくためにも、歳出の効率化を進め、引き続き、交付税総額

を抑制していくことが必要であると考える。地方交付税制度は、複雑なものであり、

透明性が確保されているとは言えない。この地方交付税改革に対する不信は、その

ルールや内容が透明性に欠けるということが、疑心暗鬼になる大きな要素である。

交付税改革に当たっては、情報公開を徹底し、ルールそのものを明示化するという

透明性の原則をしっかりと打ち立てていく必要があると思う。 

   さらに、地方交付税制度の改革については、単にフローの方向の財源移転の関係

だけではなく、国債と地方債の償還の問題に密接に関係していることを見逃すべき

ではないと考えている。御承知のとおり、交付税で償還財源の面倒をみるとか、あ

るいは財投において、資金供給の部分について、財務・総務両省で合意する、とい

うことが連動しており、その点では、フローとストックの関係、将来の償還の計画、

リスクマネジメントという観点からも一体性の原則を確立していく必要があろう

かと思う。これらを踏まえた上で、我々はしっかりと取り組んでいかなければなら

ないわけだが、夏から秋にかけて、諮問会議で三位一体改革集中審議を実施し、経

済財政諮問会議が直接的にこの問題に関与し、国民にその改革の方向性を明示して

いくことが重要な責任ではないかと考えている。 

   平成 17、18 年度の計３兆円について新工程表をつくるということと、今後夏か
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ら秋にかけて三位一体改革の集中審議を実施していただきたいということを強調

したいと思う。 

（竹中議員） それぞれのテーマについて、御自由に御議論を賜りたい。麻生議員。 

（麻生議員） 谷垣議員からお話が出た、この「国と地方の改革の推進について」の話

の２ページ目のところ。一番上のところに、補助率の引下げというのは、効率的な

社会保障給付を目指す上で有効な手段の１つであるということが書いてあると思

うが、補助率を引下げると、なぜ給付の効率化に結びつくのかがよくわからない。

生活保護に関し、平成元年の補助は、たしか 10 分の７から 10 分の 7.5 に引上げ

られたと記憶しているが、そのときに保護率は低下をしている。上げたけど保護率

は下がったというのが実情だから、これは財務省の主張と全く正反対なことになっ

ている。 

   次に（４）の「施設整備を含め」というところに、公共投資関係の補助金を税源

移譲の対象とすることは、これまでの考え方を覆すということが書いてあるが、こ

の種の話は、閣議決定等が行われたことはないし、国費の財源というのは、もとも

と建設国債だろうと思うので、その償還は最終的には国税で行われるということに

なる。したがって、施設整備の考え方は根本的に基本的に変更して、すべて地方団

体に委ねているということになっていくわけだから、そうすると、国費相当分の税

源移譲というのは必要なのであって、これは償還ベースで見れば、税というのは必

要ではないかと思う。そうすることで、受益と負担の対応関係の明確化が図られ、

国、地方を合わせた歳出全体が効率化し、国、地方を通じる財政収支の改善に資す

るのではないか。 

   ３ページ目、一番上の地方歳出を徹底に見直すというところ。これは、今回のプ

ランにおいても、基本方針 2003 に示されている地方歳出の抑制方針というのを堅

持しているということであって、この方針を変更するといったことは全く意図して

いない。その上で、いわゆる喫緊の課題と言われる、例えば治安維持や市町村合併

や、地域再生等に地方が安心して取り組めるようにするとの観点から、地方が自由

に使える一般財源は減らさないという考え方を示した、と御理解いただければと思

う。同じく３ページ目、「税源移譲を含む税源配分の見直し」として、その下に「税

源移譲については」というところ、最後のところの（４）も同じことだと思うが、

先行決定プラス過不足調整について。先行決定プラス過不足調整案というのは、基

本的には既定の方針の枠組みからは外れてはいないので、過剰な移譲というのは生

じないし、いわゆる基幹税の本格移譲というものを実現する意味でも、平成 18 年

度までに個人住民税の本格的な税源移譲を実施という枠組み、国民との約束、そう

いったものを守るために提案している。私どもは、平成 18 年度予算というものを

考えるときに、４兆円の補助金の改革の結果を待って税源移譲の全体額を後から決

めるというのでは、平成 18 年度税制改正を実現するのは不可能ということになる

と思う。そういった意味では、先行というのは、決して無茶苦茶なお話を申し上げ

ているのではなく、補助金をカットし損なった場合、お返しするということを言っ

ているのだから、御理解いただければと思っている。 

   ４ページ目、（２）に「したがって」というところは、今のところと少し重なっ

ていると思うが、全体の税源移譲の規模というのは、補助金改革の結果に応じて決

定ということで、これは「骨太の方針 2003」のルールどおりである。平成 18 年度

の税制改正ということをきちんと言うことになるので、不足した場合は逆移譲とか、

追加移譲とかいろんな表現があるだろうが、そういったことをしていけばよいと思

っている。 
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   次に、（３）のところの①、②に書いてあるが、ここの税源配分の見直しという

のは、個人所得課税の中だけで行うとか、個人所得税の枠内で行うといった合意を

したことはないと思う。基幹税で移譲すれば、過不足調整が必要になるのは当然の

こと。「骨太の方針 2003」でも、税源移譲を含む税源配分の見直しということを行

おうとしているので、他の税目で調整のために逆移譲というのが仮に発生したとし

ても、既定の方針には別に反しないのではないか。税源の偏在性が少なくて、税収

の安定性を備えた地方税の体系を構築するという税源配分の見直しということで、

基本的には、「骨太の方針 2003」の趣旨を具体化するものだと思う。ここで延々と

議論しても始まらないが、基本的に今言われたところに関しては、そういったよう

なことを考えている。 

（谷垣議員） 補助率の引下げの効果がスリム化に資するとは経験的には言えないとの

御指摘については、確かに首長がどうあるかが非常に大きな影響を持つことは間違

いないと私も思うが、他方、やはり放漫なところがあるのも事実であり、それに対

して一定の効果があるのではないかと思う。 

   それから、公共投資の補助金を税源移譲の対象とするのは難しいというのは、建

設公債発行対象経費ということが大きいと思う。償還ベースとおっしゃるが、やは

り、全体の地方財政計画というものをスリム化しなきゃならない面があるというの

は強調しなければならないことだと思う。現実に、今年は都道府県を見ると、相当

どこも苦労していただいて、プライマリーバランスがよくなっているところが多い。

これは、赤字地方債を削減していく。そして交付税を削減することによって、国債

が減っているという面が非常に大きかったと思う。それから、税源移譲を先に行う

ことは何の不都合もないじゃないかとおっしゃったが、やはり権限と財源というも

のは対応するものであり、どういう権限を譲っていくかという議論なくして先に財

源を移譲してしまうというのは、緩みの原因だろうと思う。差し当たって、それだ

け申し上げる。 

（麻生議員） 色々あると思うが、これは地方団体の首長の意識を変えることは確かだ

と私も率直にそう思う。これまで首長が変わって、財政赤字が下がったり、上がっ

たりした例は過去にもたくさんある。金が下がったからどうのこうのという話では

なくて、意識の違いだと思っている。 

   また、補助金の話で、地方はおさまったじゃないかというけれども、基金を大幅

に取り崩した上での話ということを忘れないでいただきたい。ぜひ地方で単独事業

をやれやれやれと勧めたバブルの時代の後始末も含めて、これは地方としては言い

たいところもいっぱいあるところだと思う。補助金をカットして努力をして、色々

下げたはいいが、地方にとっては、その分だけ、それに見合うだけ税源が確かに移

譲されるかという保証の話は重要である。４兆円の補助金改革をしたら幾ら税源が

保証されるのか。スリム化した分と言うんだったら、この何年間かにわたって交付

税は毎年１兆円減らされているし、地方の公務員の数というのは、警察官等を増や

しつつも全体では、大幅に減っているというのも御存じのとおり。そういった意味

では、地方は結構努力しているが、何となく財務省では地方は努力していない、と

考えている気がする。 

（牛尾議員） 麻生議員のおっしゃる、停滞している三位一体を動かすために、税源移

譲をまず始めるというのは１つの発想だと思うが、有識者ペーパーに書いたように、

「真に地方の権限と責任の拡大につながる国庫補助負担金改革が不可欠である」と

いうことも事実で、それも一体で、というと動きがとまってしまう。どちらかが、

ちょっとでもいいから先に、というときに、総務省のいう税源移譲は１つのインセ
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ンティブにはなっているように思う。 

   あと、今日の骨太に向けて中川議員が提出された新産業創造戦略については、民

間の努力を重視しており骨太の中で位置づけられるべきもの。経済活性化に向けた

重点施策の中の地方再生や新産業創造戦略の策定の実施のところで、どこにアクセ

ントを置くかということはよく議論させていただきたい。重点的に前へ走らせると

いうのが経済活性化の基本だから、プライオリティをつけたい。また、民の改革の

推進に関し、よく頑張っている民とそうでない民がある。これは、地方自治体に関

しても、いい首長の政策を見て改革と言うか、そうではない首長の政策を見て言う

かでは全然論理が変わってくるのと同じで、民の改革でも、非常にかすんでいる民

というものをどう活性化させるかということが大切。この新産業創造戦略の裏には

そのようなものが全部あるので、その辺のところもぜひ一回御相談をしたいと思っ

た。これだけ国際化しているのに、全然国際的な荒波を受けようとしない業界を政

府が助け過ぎることはよくないと思う。現に波に晒されているところは、９勝１敗

ぐらいで前へ進んでいるのに、もっぱら防波堤に隠れるということをしているとこ

ろもある。それから、「持続的な安全・安心の確立」の中には、社会保障の問題と

少子化、高齢化の問題だけしか書いていないが、やはり防衛と治安の問題は重要だ。

単に地方自治体の警察を増やすというだけではなく、ＩＴ武装やハイテク武装を込

めて、積極的に安全、安心の分野に世界の範となるような近代技術というものを投

入することが重要であると思う。 

（福井議員） 有識者議員提出資料「骨太 2004 に向けて」１ページ目「（１）平成 16

年度の課題」の２つ目の「・」、「政府・日銀が一体となって政策努力を行うことに

より、デフレ克服を確実なものとし、平成 18 年度に名目２％成長を目指す」につ

いてコメントさせていただく。日本銀行の金融政策は、明確な政策体系を持って政

策運営に臨んでいる。すなわち物価の安定、今で言えばデフレの克服、より具体的

には消費者物価指数の前年比上昇率が安定的に０％以上になること、という数字的

なターゲットを設定し、そういう体系をもって政策を運営している。同時に、数字

を伴った名目成長率は金融政策のターゲットとしていない。従って、「デフレ克服

を確実なものと」する、という部分は、日本銀行の持っている政策体系と政府の政

策体系との接点が非常に多い部分であるため、「一体となって政策努力を行う」と

いう表現は非常に適切だと思うが、もし「平成 18 年度に名目２％成長を目指す」

という部分の主語に日本銀行が入るとすれば、国民に誤解を与えることになるため、

ぜひ分離して頂きたい。例えば、「名目２％成長を目指す」という部分は、その次

の「・」の中にある、「景気回復の裾野を広げ、安定した成長を実現する」という

部分のあとにつなげるとか、あるいは全く独立の「・」にするとか、いずれかの方

法をとれば位置付けが明確だと思う。 
（竹中議員） 確認だが、政府が掲げ、総理の公約などでも述べられている「名目２％

成長を実現する」という目標に、敢えて言えば日本銀行はコミットしないというこ

とになるのか。 
（福井議員） 経済の健全な発展を目指すという意味では大きく包摂されるが、中央銀

行の政策体系として「名目成長率２％」と言うと非常に特殊な意味を持つこととな

ってしまう。従って、金融政策の輪郭の表現の仕方としては、ぜひ別建てにして頂

かないと、国際的にも誤解を招くことになる。日本銀行は名目成長率をターゲット

にしたのか、ということになるが、これは日本銀行としては否定せざるを得ないた

め、そうなるとかえって国内政策上の整合性を問われることになる。 
（竹中議員） 恐らく、政府・日銀が一体となって政策努力を行うことにより、政府と
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しては名目２％成長を目指す、という文意だと思うが、そこは文章の書き方の問題

であるため、御趣旨を踏まえて少し検討したい。 
（本間議員） 組織論として、福井議員のご指摘は十分理解できるが、政策手段の多様

な活用という点では、財政・金融その他の手段を総動員してこの目標を達成すると

いう意味合いだと、我々は理解している。そういう意味で、例えば、財政・金融等

の政策を一体となって活用する、というような形で一本化することは不可能だろう

か。 
（福井議員） 不可能である。政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるような

金融政策ということは当然だが、名目成長率２％という具体的な数字にコミットす

ることは難しい。ここはぜひ明確にご理解頂きたい。 
（吉川議員） 金融政策の方が政策決定の頻度が高いし、色々テクニカルな面も含んで

いる。そこで、日本銀行はＣＰＩを指標とし、デフレの問題に対して、明確な目標

として安定的に０％以上という数値も挙げている。これが、はっきりとマーケット

にも理解してもらうための、日本銀行の行動原理ということだと思う。一方で、日

本銀行も、現在のような日本の状況で、名目成長率がプラスになる方が望ましいと

いう点については異存ないだろうと思う。従って、この主語が問題であるため、文

章を途中で切って句点をつけた上で、政府が名目プラスの成長率を目指すことにつ

いては、それがサウンドな政策目標だということには異存ない、ということでよろ

しいか。 
（福井議員） そういうことである。 
（吉川議員） 金融政策の運営上、名目２％成長が目標だというふうにとられるとマー

ケットとの対話で問題を起こす、という理解でよろしいか。 
（福井議員） というよりも、日本銀行の政策体系に対する人々や市場の理解が混乱す

ることになる。金融政策に際して、ターゲットを２つ持っているようになる。金融

政策論からいっても、名目成長率をターゲットにするのか、物価をターゲットにす

るのか、ということについて明確な議論が理論上あることはご承知だと思う。そう

した理論的な観点からも、両方をターゲットにすることは不可能だ。 
（本間議員） 金融政策の問題は、もちろん日本銀行の専管事項であることは認める。

しかし、金融には非常に多様な側面があり、国債管理政策も然り、金融庁の支出全

体の管理の問題も当然あるわけで、「政府」というときに、日本銀行の金融緩和に

対するシグナルとしての政策の問題と、金融全体の中における日本銀行の部分性と

いう問題と、政府というものの定義の問題、これをどのように仕分けていくかとい

うことは、やはり慎重に理解しなければならない。政府という言葉の中に、定義に

よっては日本銀行を含むという意味合いすらあり得る話だ。そういう点で、広い意

味で、政府がこの問題についてコミットすること、つまり、改革と展望における試

算の中には、２年後での名目と実質のマッチングのプロセスを既に明示しているた

め、そういう点での問題、意識を共有することは必要ではないか。 
（福井議員） 政府の目標を共有できないとか、尊重できないということを申し上げて

いるわけではない。もし尊重できないのであれば、明確に申し上げるが、そう申し

上げていないということは、その価値観を十分尊重しながら、日本銀行も政策運営

を行っていくということである。ただ、数字的なターゲットを２つ持て、というこ

とだけは、ぜひ避けて頂きたい。 
（本間議員） 表現的な問題については、今のご指摘も含め、また検討させて頂く。 
（吉川議員） 大事な問題であるため再度発言する。中長期的に中央銀行の独立性は非

常に大切だ。私が見るところ、現在、日本銀行と日本政府は、広い意味での政策目
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標その他で齟齬があるとは思えず、非常によい協力関係にあると思う。その意味で、

福井議員のご指摘を私は理解できる。 
（竹中議員） 整理する。政府は名目２％成長にコミットしている。しかし、日本銀行

がコミットしているわけではない。日本銀行がコミットしているのは、消費者物価

指数にターゲットを当てたデフレの克服である。 
（吉川議員） 政策運営上の数値目標としてはコミットしていないということだと思う。 
（福井議員） そういうことだ。 
（竹中議員） 政府としては名目２％成長を達成するという公約は実現しなければなら

ないため、そのシナリオをいかに提示していくかについて説明責任が問われる。そ

れに当たっては、重要なパーツとしてデフレの克服のシナリオが大変重要になるが、

デフレ克服に関して日本銀行が数字的なコミットも含めて取り組んでいるという

ことであれば、デフレ克服に対する日本銀行としてのシナリオは示して頂けるのか。 
（福井議員） シナリオは示していると思うが。 
（竹中議員） 例えば、政府は「平成 18 年度に名目２％成長」という形でコミットメ

ントしている。同じように、いろいろな制約はあると思うが、何年までにどのよう

な条件が整えばデフレ克服が可能になるという時系列も含めたコミットメント、も

しくはシナリオの提示、というのは可能か。 
（福井議員） 実際には非常に難しいと思う。 
（本間議員） 現在、日本銀行がコミットしているのは、ＣＰＩが安定的に上昇基調に

乗るまでのスタンスをマーケットに示しているということだけということか。 
（吉川議員） 同時に、ＣＰＩに加えて経済状況を総合的に判断する、という条件も付

け加えているのではないか。 
（竹中議員） 日本銀行の独立性および金融政策のターゲットの明確化という観点から

は、福井議員のご主張は非常に理解できる。一方で、政府は、様々な場面で、どの

ようにして名目２％成長を実現するのかシナリオを明確に示せ、という要求に常に

直面する。政府としては、いろいろな形でシナリオを示さなければならない。その

際、実質成長についてはいろいろな形で議論をしているが、物価がどのような形に

なっていくかということに関しては、政府としてはなかなか説明が難しい。そこは、

日本銀行がデフレ克服を目指してコミットしているので、そのシナリオをもう少し

詳しく示して頂ければ大変有り難い、という素直な気持ちを持っているが、その点

に関しては如何か。 
（福井議員） 具体的な期限を示すことについては我々も随分議論したが、少なくとも

今までの議論では、現実にはそれはなかなか難しい、という結論になっている。 
（竹中議員） そうだとすると、政府もシナリオを示すことが大変難しくなってくると

いうジレンマがある。中央銀行の独立性は大変重要であり、尊重しなければマーケ

ットからの信任を損ねると思われるため、日本銀行の立場は十分に尊重するが、政

府のコミットメントをどのように実現していくかについて、引き続き我々も知恵を

出すので、福井議員にもいろいろご検討頂きたい。 

（牛尾議員） 企業としては、名目成長が上がることに直接反応する。そういった意味

で、日銀と政府の立場の違いもよく理解できるし、まとめてどうかという話になる

と、非常に難しい問題になる。 
（吉川議員） いずれにしても、政府と日銀のベクトルは同じ方向を向いていると思う。 
（竹中議員） 以前からそうだと思う。 
（本間議員） 担当相の話を具体的に敷衍すると、ＣＰＩが安定的に上昇域に入ってく

る時期と名目成長率２％を達成する時期のどちらが早いかという問題を、具体的な
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施策の中でシナリオとしてどう描くかということになると思う。 

（福井議員） どちらが早いかは一概に言えないのではないか。 
（牛尾議員） 方向性さえ合えば、期限は大きな問題ではない。 
（福井議員） ベクトルは必ず同じ方向に向かっていると思う。 
（本間議員） ＣＰＩが上昇域に入ってくる時期の方が早いとの予測のもとで、次のス

テージで日銀がどのような行動をとるかについての関心も恐らくあるのではない

か。 
（福井議員） 日本銀行は、ＣＰＩがプラスの領域に入ってきても、その時点での経済・

物価情勢を幅広く点検した上で金融政策を運営するということは、現在の政策体系

でも明確である。 
（中川議員） 「骨太の方針 2004」についてであるが、新産業創造戦略も一言で言えば、

人間力の発揮をどうやって支援するかということであり、その土台は、ここに書い

てある「安全・安心」ということである。今日の朝、東京都のごみ収集に従事する

人が、救急救命の資格を持って応急措置ができるというニュースが放送されていた

が、非常にいいことだと思う。そのほか、家の周りが暗くても、警察がいると非常

に安心といえる。警察や消防、救急がまずきちんと機能するということが、すべて

の前提条件だと思う。 
（麻生議員） 消防車と救急車の機能を足し合わせた消救車というものがあり、これを

新しく総務省が認めようとしているところである。消防車と救急車の出動回数を比

べると、比較にならないほど救急車の方が多い。そこで、消防車の中で蘇生ができ

る程度に高さを改良し、２人が乗れるような消防車と救急車と一緒にした消救車を

総務省として新たに認めようとしている。いずれにしても、そういった効率的な取

組をしなければならないと思っている。 
   もう一つ、先ほどマイスターの話が出たが、これこそ忘れられている大事な点で

あると思う。１級建築士がいくら多くても、大工と左官屋がいなければ家は建たな

い。わかりやすい例として、新日本製鐵八幡製鉄所の話がある。タタというインド

最大のコングロマリットが冷延圧熱の機械をフランスに発注したが、流していると

きにとまってしまった。そのとき、フランス側は、オペレーションについては、契

約外ということで対応してくれなかったので、代わりにタタは、新日本製鐵八幡製

鐵所に協力を依頼した。インドに派遣されたのはベテラン職員２人で、簡単な作業

で直してしまった。それでタタの社長は「オー、マジック、マジック」と言って、

とにかく大騒ぎだった。それによって何億円の技術指導料が支払われた。 
   この２人こそ、何億円という金を稼ぎ出しているわけで、勲章ものである。私は、

新日鉄は製造業ではなく、サービス業といつも言っているが、そういう時代になっ

ている。その点も含めて、そういった人たちはしかるべきもので報われるというの

はいいと思う。そういうことが頑張る人たちのもとになる。 
（中川議員） 技術よりも技能を、権威をもってみんなが大事にする。また、若い頃か

らそういうことができる制度ができあがれば、高校を出て、場合によっては中学を

卒業して、それから高等専門学校や工業高校とか、こういうもののステイタスをも

う少し上げていくところからものづくりというものは始まっていると思う。 
   また、治安という点でいえば、各省にまたがる話になると思うが、パトカーと救

急車を足した警救車というのをつくったらどうか。 
（小泉議長） 救急車は民間でやっていて、うまくやっている。民間の救急車はいい装

備で静かに運んでくれる。消救車というのは民間でやるのか。 
（麻生議員） 消救車は、現在、民間で開発段階であるが、課題は改良してもらって、
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認める方向で検討している。 
（竹中議員）  では、若干の取りまとめをさせていただく。まず、「骨太の方針 2004」

の枠組みそのものについては、大きな点で民間議員のペーパーの方向で進めさせて

いただきたいと思う。特に、三位一体の進め方については、本日の麻生議員、谷垣

議員の発言を踏まえ、しっかりとやっていくということだと思う。この点に関して

は、三位一体の全体像ないしは工程表というのを、しっかりとこの場でつくってい

く。地方の予算審議も踏まえ、今年中にしっかりやらなければいけない。それで夏

から秋にかけて全体像の集中審議をこの場でやるということであろうかと思う。 
   あと、具体的にはデフレの問題に関しては、日銀の独立性を尊重した書き方をさ

せていただきたいと思うが、同時に、名目２％成長達成という政府の公約を実現す

るために、日銀はどのような具体的な取組をしていただけるか、この点はぜひまた

議論したいと思う。 
   中川議員の説明された新産業創造戦略については、よい方向なので、ぜひ取りま

とめに尽力いただきたい。意見があった点としては、プライオリティないしはアク

セントをどうつけるかということに配慮いただきたいという点と、特にマイスター

等、技能人材のことについてはぜひ力を入れていただきたいという点だったと思う。 
（奥田議員） 財務省と総務省の補助金と税源移譲をどうするかという議論は、今回、

結論なしということか。 
（竹中議員）  今日結論という問題ではないので、先ほど申し上げた観点から、全体像

についての集中的な審議を一度この場で夏から秋にかけて、これはかなり重い議論

になると思うが、させていただきたいと思います。 
（小泉議長） 三位一体の議論については、わかりやすくやらなければならない。税源

と補助金について、地方が評価しなければいけない。今までどれだけ補助金をやっ

ていたのか。地方の主張自体は、今度の補助金を自分たちに自由に使わせて欲しい、

税源が欲しい、ということで、簡単なものではあるが、複雑な面もある。具体的に

今度わかりやすく議論し、判断する材料を与えてほしい。よろしくお願いしたい。 
                                  （以 上） 


