
 

 
 

 

 

 

     

      

       

       

       

       

       

       

         

         

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 31 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 3  1 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 12 月 2 日(木) 17:32～18:25 

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 細田 博之 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 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 村上 誠一郎 構造改革特区・地域再生担当大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）平成１７年度予算編成の基本方針について 

（２）経済情勢と定率減税について 

（３）地域再生について 

（４）「改革と展望」の改定（事項案） 

3.閉会 

(説明資料) 

○平成１７年度予算編成の基本方針 

○谷垣議員提出資料 

○地域再生に資する取組みの状況について（村上臨時議員提出資料） 

○地域再生の今後の取組について（有識者議員提出資料） 

○「構造改革と経済財政の中期展望（改革と展望）－2004 年度改定」の事項案 

（本文) 

○議事の紹介
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（竹中議員） それでは、総理がお疲れだと思いますので、できるだけ手短にやらせ

ていただきます。今年31回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日は、まず予算編成の基本方針につきまして諮問・答申を行いまして、その

後、経済情勢と定率減税について御審議をいただきます。その後、村上大臣にお

いでをいただいて地域再生について御審議をいただきます。昀後に、「改革と展

望」の事項案、これは事項案だけですけれども、提示をさせていただきます。 

それでは、平成17年度予算編成の基本方針につきまして、後で諮問をお願いす

ることといたしまして、資料についての御説明をまず事務方からさせていただき

ます。 

（浜野内閣府政策統括官） お手元に「平成17年度予算編成の基本方針（案）」をお

配りさせていただいております。御協力を賜りまして、お手元のようにとりまと

めさせていただきました。 

「平成17年度予算編成の基本方針」では、三位一体の改革につきまして、「地

方にできることは地方に」という総論賛成の議論から各論の具体化に向けた着実

な進展を図ることとしておりまして、三位一体の改革の全体像に係る政府・与党

協議会の合意を踏まえ、政府一丸となって取り組むこととし、その成果を平成17

年度予算に適切に反映するとしております。 

また、行政改革の積極的な推進、「骨太2004」に課題として掲げた「人間力」

の強化、「持続的な安全・安心」の確立や地域経済の活性化などを盛り込んでお

ります。 

なお、11月26日に御提示した案からの主な変更点でございますが、まず、３ペ

ージの下から２行目のところでございますが、その他の歳出分野のうち、「防衛、

ＯＤＡ」ということで明記をさせていただきました。また、４ページでございま

すが、教育関係のところで所要の修正を加えております。また、５ページから６

ページにかけまして、防災対策につきましての記述を充実させております。さら

に５ページの「公平で安心な高齢化社会・少子化対策」、「循環型社会の構築・

地球環境問題への対応」のところで、所要の文言の修正をさせていただいており

ます。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは、総理、申し訳ございませんが、諮問をお願いいたします。 

（小泉議長） 本日は「平成17年度予算編成の基本方針」の作成を諮問することとし

たい。以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。総理の諮問を受けまして、ただいまの案を諮

問会議の答申として決定をさせていただきたいと思いますが、その前に、御発言

がございますでしょうか。奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 地方財政の件でございますが、地方財政につきまして、国・地方が納

得できる形で歳出削減に努めて、地方財政計画の合理化・透明化を進めると、こ

ういうことが書き込まれたということは非常に重要であり、また適切だと思って

おります。地方財政計画の規模が、今までですと、いつの間にか水面下で決まっ
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ていて我々は後で金額だけを知らされると、こういう形ではなくて、今後オープ

ンな形でマクロ経済との整合性を踏まえながら決定されるということはぜひ必要

だと、こういうふうに思います。 

こういった意味で、「三位一体の改革の全体像」の中で経済財政諮問会議が改

革全体についてフォローアップを行うと、こういうことにされておりますが、こ

れも非常に適切だと思います。11月15日の諮問会議で竹中大臣がとりまとめられ

たように、第１に地方の歳出削減の規模、第２に地方財政ビジョンの中身、第３

に不交付団体拡大の目標、この３つのポイントを中心に引き続いて諮問会議で議

論することが今後必要であろうと、このように思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。三位一体のフォローアップにつきましては、

政府・与党合意の中にも書かれていることでございますので、オープンに３点を

中心に引き続きぜひ議論をさせていただきたいと思います。 

それでは、ほかにもし意見がございませんでしたら、今の案をもちまして、諮

問会議の答申とさせていただきます。よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） ありがとうございました。それではそのように決定をさせていただき

ます。 

ここでプレスが入場いたしますので、しばらくお待ちをお願いいたします。 

（プレス入場） 


（竹中議員） それでは、先ほど総理に「平成17年度予算編成の基本方針」が経済財


政諮問会議により答申をされましたので、総理からごあいさつを賜ります。 


（小泉議長） 「平成17年度予算編成の基本方針」の答申をいただきましてありがと

うございます。早急に閣議決定をして、これを政府の基本方針として、平成17年

度の予算編成作業を進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

（プレス退場） 

（竹中議員） ありがとうございました。なお、本方針につきましては、明日の閣議

で決定をする予定でございますので、引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、続きまして、経済情勢と定率減税の問題についての御審議をいただ

きたいと思います。 

まず、谷垣大臣から資料の提出がありますので、御説明をお願いします。 

○経済情勢と定率減税について

（谷垣議員） 私の方から横長の資料、主として今までの税調の答申とかそういうも

のを入れた資料をお出ししておりますが、そこにありますように、定率減税は、

平成11年度の税制改正におきまして、景気対策のために、個人所得課税の抜本的

見直しまでの間の特例措置として実施されたものでございます。 

これについては、昨年末の与党税制改正大綱で、持続的な社会保障制度の確立、

それから地方分権の推進と、こういった課題に対応する視点に立って、平成17年

度及び平成18年度において、我が国経済社会の動向を踏まえつつ、定率減税の縮
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減・廃止と併せ三位一体改革の中で国・地方を通じた個人所得課税の抜本的見直

しを行う。これにより、平成17年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担割合

の段階的な引上げに必要な安定した財源を確保するといった今後の税制改正の道

筋が示されておりまして、先日平成17年度税制改正に向けて与党税制調査会の議

論がスタートしたところでございます。 

また、先般11月にとりまとめられました政府税制調査会の答申においては、定

率減税について、平成18年度までに段階的に廃止すべきであるとの御指摘をいた

だきました。政府税調答申の内容を簡単に御説明いたしますと、まず、経済と財

政の関係についてですが、財政が経済の足かせとなる事態を避けるため、問題を

先送りすることなく、できる限り平準化された形で着実に財政健全化を進めてい

く必要があるとして、持続的な経済成長のために財政健全化が必要であるという

基本認識を示しております。 

次に、現在の経済状況は、産業再生や不良債権処理などの構造改革の進展によ

りまして、経済の体質強化が実現されつつあって、定率減税が実施された平成11

年当時と比べて改善してきており、また、民間主導の経済成長が持続していくも

のと期待されるとしておりまして、平成17年度予算編成の基本方針に示された見

方と軌を一にしております。 

それからもう１点、国と地方の三位一体の改革の一環としての本格的税源移譲

が大きな課題である。個人住民税の税率のフラット化を基本に、所得税は税率構

造・控除双方の見直しを視野に具体的な移譲の手法については今後検討して、国・

地方を通じた個人所得課税の抜本的見直しを平成18年度までに行うことが必要で

あるというふうにしております。 

以上の点を踏まえまして、政府税調の答申では、定率減税については平成18年

度までに廃止すべきである。その際、経済への影響を考慮すると、平成18年度税

制改正において、一度に廃止するよりも、段階的に取り組むことが適当であり、

平成17年度税制改正においても、縮減を図る必要があるといった指摘がなされて

おります。私としては、昨年末の与党税制改正大綱や政府税制調査会の答申も踏

まえまして、定率減税については、平成18年度の廃止に向け、平成17年度から段

階的に縮減していくべきものと考えております。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは御審議をいただきたいんですが、要

は、３点を中心に御議論いただくということかと思います。 

第１の点は、経済の成長力に関する観点をいかに考慮するか。日本の経済の基

礎的な力、それが十分に当時と比べて回復しているかどうかという成長力、基礎

的な力の問題だと思います。 

２番目は、今の景気の局面、景気の循環的な局面、そういった点をリスク要因

とも絡めてどのように評価するかという点だと思います。 

３番目は、これは中長期の財政運営の観点から、財政の論理としてしっかりと

どのように議論するかという問題だと思います。どうぞ御自由に議論をいただき
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たいと思います。吉川議員。 

（吉川議員） それでは、私の意見を述べさせていただきます。 

小泉内閣が誕生してからのマクロ経済政策は、常に日本経済と財政再建という

２つの大きな目標があって、そのバランスをどのようにとるか、これが昀大のポ

イントであったのだろうと思います。現在の局面で改めて定率減税の縮減・廃止

という形で、この問題がもう一度出てきたということであるわけです。 

まず日本経済の方、日本経済の基本的な実力、それから２番目に循環的な側面

ないし現状がどうか、そういうことがありますが、まず日本経済の基本的な成長

力ということについて言えば、私は97～98年に比べて本当によくなってきたと、

このように考えています。不良債権処理については、御存じのとおり、主要行を

中心にかなり進捗した。 

それからデフレはまだ問題は残っているのでありますが、しかしこれも昀悪の

事態は切り抜けて少しずついい方に来ているということだと思います。そうした

中で民間需要主導の成長が現在のところ続いているということだと思います。製

造業を中心にして、やはり大きくリストラが進んだというようなことだろうと思

います。ですから、全体として97～98年に比べて良くなってきているというのが

私の基本的な認識です。 

２番目の循環的な側面、現状は一体どうなんだろうか。この点については現状

で減速傾向が見られるということは事実だと思います。プラス成長はしているん

ですが、そのプラス成長の度合いが少し鈍ってきているという形で減速している。

まだ前に進んでいるわけですけれども、減速してきているということは事実だと

思います。したがって、そういう現状において、定率減税の縮減・廃止は本当に

良いのだろうか。 

そのときに多くの人が頭の中で考えていることが97年の経験ということだと思

います。実際、97年の轍を踏むなということで、イギリスの有力な経済紙である

フィナンシャルタイムスの社説は、日本はやるべきでないというようなことまで

書いている。日本の国内にもそういう意見があるということは御承知のとおりで

す。 

現状において減速傾向があるということは事実ですが、しかしながら、問題は

先行きということだ。その場合のリスクは一体どういうことがあるか。重要なリ

スク要因は世界経済の状況、すなわち輸出に関連することだと思います。具体的

にはアメリカや中国経済、原油価格、それから円高などだ。こうした輸出に関係

したリスク要因は、確かに重要だが、この点でも私は97年とは大分違うと思いま

す。現在、年率（前年比）でいいますと、輸出は15％伸びているわけですが、97

～98年というのはアジアの通貨危機によって、98年ですと輸出が3.7％のマイナス

成長をした。 

これはマレーシア、インドネシア、韓国、アジアの通貨危機が起きたことによ

りますが、それほどのリスクを今考えているでしょうか。私は、アメリカ経済、

中国経済、みんな関心を持って見ているんですが、アジアの通貨危機のようなリ
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スクを考えている人は少ないのではないかと思います。 

通常考えられているリスクというのは、１つ１つとれば、日本経済にほんとに

大きなマイナスを与えるとは今のところは思わない。もっとも災いは手をつない

でやってくるという言葉もあるから、個別には決定的なリスク要因ではなくても、

重なればどういうことになるか、これはわからない。したがって、リスク要因と

いうのをしっかり考えておかなければいけないというのはそのとおりだと思いま

す。 

まとめれば、経済の現状ということから言いますと、減速が見られるというこ

とは事実だ。しかしながら仮に減速しても、来年度ゼロ成長、マイナス成長に陥

るというようなことを考えている人もこれまた少ないというのが現状だと思いま

す。 

それから３つ目の財政再建の方ですが、これは大きな課題が残っているという

ことは御存じのとおりです。日本経済との関係で、97～98年と比較してみんな定

率減税の問題を議論しているということは、先ほども申し上げましたが、余り人

が言わないのは、財政に関しての97年との比較です。 

97年の４月から消費税が上がったわけですが、意思決定をしたのは96年として、

96年度についてみると、96年度の国債残高は、約350 兆円、現在700 兆円とする

とちょうど半分であったわけです。ですから、対ＧＤＰ比で見ましても、今と比

べれば半分ということになるわけです。そうした数字で見ると、今は96年度に比

べて財政の状態が２倍悪くなっている。そういうことです。したがって、財政再

建に対する必要性というのは、96年のころに比べてはるかに高まっている。 

97年、98年にはアジアの通貨危機もあった、金融危機もあった、そういう中で

マイナス成長もあり、日本経済はずっと槍衾の中を歩いてきたという感じなわけ

ですが、そういう中で財政はそれなりの役割を果たしてきた。しかし現状はとに

かく700 兆円の公的債務残高、対ＧＤＰ比で140 ％になっている。これは96年度

に比べるとはるかに厳しい状況になっている。 

プライマリーバランス、フローの方ですが、これも対ＧＤＰ比で５％強ですか

ら、25兆円を上回るくらいの赤字になっているわけです。政府は2013年まででこ

れを均衡させようと言っているわけですから、2005年度からですと９年、プライ

マリー赤字を仮に27兆円としますと、それを９年で割ると大体年平均で３兆円く

らいずつ健全化していかなくちゃいけない。 

いずれにしても、こうしたことを我々は頭に入れていなければいけない。財政

再建の必要性は97年よりはるかに高い。一方、経済に関しては、先ほどお話しし

たような認識を私は持っています。今日ここで決めることではないと思いますが、

こうしたことをしっかり議論して、定率減税についての決断をする必要がある。

私自身の個人的な考えは、財務大臣の考え方に近い。以上です。 

（竹中議員） 御発言たくさんあると思いますので、ぜひ手短にひとつポイントをお

願いします。牛尾議員。 

（牛尾議員） 定率減税というのは、かなり議論されているものでありますけれども、
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やはり、現在、経済財政諮問会議は、いわゆる租税負担、社会保障負担と、財政

赤字の均衡をとりながら改善をしていくというコースに入ってくると思います。 

しかし、残念ながら財政赤字を中心とした歳出の抑制というものは、増加を防

ぐことはできても、縮減するところまでは進んでいない。国民からすれば、社会

保障負担に関しては増えることが大体の流れにあって、急激な増加はとまりまし

たけれども、依然として増加している。そのときに、今度は租税負担である税と

いうものが、将来の間接税、消費税の増税というものを頭に不安感を抱いていき

ながら、その代わり、所得税、法人税が下がるのではないかという期待を持つ人

もいる。この辺のところが十分整っていない環境の中で、定率減税だけが95～96

年の約束だから、もうぼつぼつやっていいんだというのは一方的過ぎるのではな

いか。 

第２番目は、世界経済との日本の関わりが97年のときよりも、生産高とか購入

高というのは全部海外に進出をして、連結決算でも海外比重度が非常に強くなっ

ている。ブッシュ新政権がどういう経済効果を生むのか、胡錦濤の中国の政策が

どうなるのか等々、非常に未知の要因が多い。来年は相当注意深く経済を見ない

と中国にもたくさん生産工場を持っている、アメリカ・ヨーロッパにも輸出市場

を持っている企業にとっては、通貨が100 円を切るという問題を一つ考えただけ

でも先行きが読めない部分が非常にあるわけでありまして、来年は非常にそうい

う点では微妙なときに来ているということが２番目。 

３番目は、やっぱり構造改革を通じて成長するという小泉政権の規制撤廃や民

営化を中心とした経済活性化の主役のところが、一番定率減税で増税を受けるわ

けであります。いわゆる年収が500 万～1,000 万円ぐらいの人のところに一番集

中的に増税になるのであって、そういうことも非常に困難な問題があるのではな

いか。余りにも未知的な要素が多いので、きちんと来年の秋ぐらいを様子を見た

ところで、再来年の2006年の４月からの増税を考えるということは１つの判断だ

ろう。今の段階で、どうして再来年からの部分的な増税だけをコミットするのか

ということについては非常に懸念しておりまして、もう少し経済というものを慎

重にみる必要があるし、幸い税収は徐々に民間主導型経済への移転が成功して税

収は増えつつある。それが税制で増えるのではなくて、経済活性化、民間主導型

経済になっていく過程で増えつつあるわけですから、そういう意味では規制撤廃

や混合医療などいろんな問題、山ほど抱えている問題がもっと見えてきてから増

税にいくのであって、混合医療一つとっても、新聞読んでいるとほんとにやれる

のかなという不安感がある段階で増税はないだろう。こういうのが見てきてから、

そっちへ行かないと何か上げることだけ極めて簡素に言って、難しいことはなか

なか進まないという状況の中での判断としてはいかがなものか。内容そのものは

非常に理解できるけれども、タイミングが悪い、早すぎるということです。 

（竹中議員） 官房長官。 

（細田議員） ほかの大臣から違う意見が出ると思いますから、その前に申し上げた

いんですが、やっぱりこれは経緯から見てしっかりぴしりと予定どおりやること
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が政府のガバナンスの問題でもある。消費税を上げないということでやっている

わけですから、せめて２年間で3.3 兆円ぐらいのものは。消費税を上げたときに

は、２％で５兆円、しかも４月から一遍に上がることから、その前にものすごい

購買意欲があって、それからものすごい低下が起こるわけですから、そういうよ

うな影響が、あるときに一度に出るという面もある。今、吉川先生が言われたよ

うな影響はあったと思うんですけれども、今度の場合はそういうおそれがないと

いうことと、あのときに定率減税したときにさんざん批判を受けて、これは所得

の多い人のための金持ち優遇減税だという話もあったぐらいですからね、私は決

めたことはやるという意味でやった方がいいと思う。 

（牛尾議員） これ、決まったの？ 

（細田議員） いやいや、これから決めるんですよ。しかし予定されたことはやった

方がいいんじゃないかと私は思いますけどね。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 官房長官が何か違う意見が出るかもしれないということだったので。

今、吉川議員や牛尾議員がおっしゃるとおり、それは筋論としては、官房長官が

おっしゃったとおりですが、実体経済としては、今まさに減速というか、マスコ

ミによっては足踏みとか、非常にデリケートな時期。ここにも書いてありますけ

れども、心理的な要因からいっても、やめろというふうに簡単に一刀両断で言え

ないことも私は率直なところですが、さっき吉川先生がおっしゃったように、不

安定要因、例えば、アメリカの双子の赤字をどの程度アメリカがきちんとやるの

かといったことや、それから、原油がどんと下がったと思ったら、今度はドルが

どんと下がって金がぐっと上がるとか、どのぐらいのボリュームかは、財務大臣

にお聞きしないとわからないですが、大した量じゃないにもかかわらず、何か大

きなマーケットのサプライズみたいなのがどんどんどんとあるというのは、やっ

ぱり世界の経済が非常に不安定というか、不安なのだろうと認識している。 

ＥＵが全く２つに、勝ち組と負け組にはっきり分かれてしまって、しかもＥＵ

全体としてコントロールがとれないということも非常に不安である。また、今は

ドル・元安、ユーロ・円・アジア通貨高みたいなことだろうというふうに認識し

ておりますので、一刀両断に定率減税廃止に反対とは言いにくいんですが、とに

かく日本の経済や産業に影響を与えないという保証をしてくれと言っても保証は

多分してくれないでしょうけれども、それを大前提として考えざるを得ないとい

うのが私の立場です。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。奥田議員。 

（奥田議員） 経済界の実態を今申し上げますと、皆さんがおっしゃられたことと同

じで微妙なステージにあるんじゃないかと思います。特に先行きのリスクという

のを考えてみますと、現在出ているいろんな統計数字がありますが、それは決し

ていい数字が出ているわけじゃない。そういうこととリスクを考えると、今、中

川大臣もおっしゃられましたが、世界経済、特に中国とアメリカ、こういうもの

の経済がどういうふうに変わっていくのかというのが、今年の後半から来年の前
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半にかけてよくわからないということ。 

それから原油価格も高止まりしており、それからドル安といいますか、円高が

どんどん進んでいる、そういうこともあって、企業サイドとしては、業績が後半

回復するというような予想が出ておりますが、私は企業業績の下半期については

下方修正が、この円高、今の102 円とか高水準が続いた場合には下方修正が出て

くるんじゃないか。これはまだ出ていませんけど、これから出てくる話であって、

さらにこれが105 円とか110 円の水準に戻れば、これまた話は別ですけれども、

102 円だったら私は下方修正が出てくるんじゃないかと思う。 

そういうこともありますし、それから第一にそういうことが出てきますと、結

局は消費者心理が冷え込んじゃって消費も伸びない。 

私はこの定率減税という問題についてはやらなきゃならぬという、これは結論

としてははっきりしているんですけれども、拙速にやらなきゃならないのか。も

うちょっと様子を見られて、平成18年度からということですけれども、平成17年

度で決めてしまわなきゃいけないのかどうか、そこのところはタイミングをよく

お考え願いたいというふうにお願いしたいんですけれども。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 普段言うのに、これだけ黙っていると何となくあれなんで、今、吉川

議員の言われた中で、これは私どもやっていて一番問題だなと思うのは、97年と

いうのは、ＧＤＰ比で人件費が一番高かったときがあったでしょう。給料が一番

上がったときだったんですよ。そのときに比べて、所得給与というのは下がって

いまして、大企業の製造業だけが８％上がっていることになってるんですが、中

小、零細いずれも10％、15％下がっている。物価を見ますと１、２％の下げです

から、可処分所得から言ったら12、13％マイナスというのが、多分、給与所得者

の現状と私らの数字ではそうなりますので。それからいきますと個人消費が全然

増えない。設備投資はばんばんするけど、銀行から金は借りない。個人消費はず

っと横ばいというのは、この給与所得の現実がそれを裏づけているんだと私はそ

う見えるんです。 

そういった意味からいきますと、奥田議員の意見に近いんですけれども、これ

は私らの総務省としては、この定率減税のおかげで地方税が1.6 兆円ぐらい減っ

ていることになりますので、これは私らにとっては結構でかいマイナスなんです

よ。 

総務省としては、「大臣何を言うんだ」、とみんな思っている。だけど、ここ

はちょっと、これをアナウンスするのは今なのかなというのが正直気になるとこ

ろの１点です。奥田議員の意見に近いんですが。 

もう一点は、このルール、定率減税の決め方の機動性が恐ろしくない決め方な

んです。だって、これを変えない限りはこのルールはずっといくわけですから。

ちょっとよくなってきたから、ちょっと下がってもいいんじゃないか、ちょっと

どうかしてもいいんじゃないかというルールになっていないもんですから、何と

なく長期間ずっと継続しちゃうということになりますので、もう少し機動的に何

 9




 

 

 

平成 16 年第 31 回 議事録 

とかならんかなという感じが正直なところなんです。 

それからもう１点は、ぜひ今日この場でというのに、私、えらく気になります

のは、三位一体でえらい苦労したせいもあるんでしょうけど、今、政府・与党で

ちょうど税調をやっていますからね、政府・与党の税調が出る前に、いきなりこ

こで何となく答えが出るというのはやめた方がいい。 

（小泉議長） 今日は答えは出ない。 

（細田議員） 議論でしょう。今日は議論です。 

（麻生議員） それだけはぜひ……。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

（谷垣議員） ちょっとよろしいですか。 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 景気認識とか経済認識は先ほど吉川議員が詳しく言っていただきまし

たので、私、これ以上申しませんが、要するに今やりますと、そうしますと来年

の通常国会で議論をして、暦年ですから平成18年度の１月から、このまま行きま

すと入れるということになります。ですから、平成18年の１月からやって、それ

でまた平成19年の１月からというような形になっていくわけですね、２年間かけ

てやるというのは。そこで初年度は多分、平成17年度、昀後は平成18年の１月か

ら３月に入ってくるわけですが、これが2,000億円ぐらいの感じになると思います。

（麻生議員） １月から？ 

（谷垣議員） 平成17年度にかかってくるのは、１月から１、２、３。それで先ほど

の97年度の比較もいろいろございますが、あのときは社会保障とかいろいろあり

まして、９兆円というふうに言われておりますが、今回は全部やって3.3 兆円と

いうことですので、97年の原因がどうかというのは、これはもちろんいろいろ議

論があると思いますが、やはりあのときは、山一証券、北海道拓殖銀行とか、長

銀とかというような金融秩序から来る面も非常に大きかったと思いますから、今

言ったようなボリュームからいきましても、97年とはかなり違うのではないか。

要するに初年度は2,000 億円であるということですね。 

それからもう１つは、もう少し延ばせないのかということでありますが、延ば

すということになると、これはまさに総務大臣のところと関連しますが、平成18

年度までで三位一体というのをやらなくてはなりませんと、そこで段階的にとい

うのは、これは技術的な問題になりますが、かなり難しいだろうと思います。そ

うすると、そのときにぼんと１回でやるという形になるのが果たしていいのかと

いうこともございます。これはかなり技術的な問題でございます。そういうこと

がございますので、確かに未知の要因はいろいろあります。今日も、実は国会審

議をしながら為替が幾らか気になって仕方がなかったんですが、とにかく、ここ

は２年度で決めて、そうしてまた何か対応しなければならないことがあったら、

そこで問題を整理して対応するという形でないと、すべてを含んでやっていくと

いうは、なかなか難しいのではないかなと私は考えております。 

（吉川議員） 先ほど麻生大臣がおっしゃったことの内、家計の所得が伸び悩んでい
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るというのは事実だと思いますが、にもかかわらず、消費は堅調というのが現状

なのではないでしょうか。むしろ、なぜ消費がこれだけ頑張ってくれているのか

というのが現状だと思います。 

それはともかくとして、大臣は、「なぜ今か」とおっしゃったんですが、この

問題というのは、その場合には、「ではいつか？」というそこの判断だと思いま

すね。我々は、経済と財政、二兎を追わなければいけない。財政再建というのも

大変に重要な課題で、この２つの目標を追わなければいけないという宿命がある

わけですから、そこの判断だということだと思います。 

（竹中議員） 御議論はいろいろあると思いますけれども、見解はここの場でも分か

れている、ことほどさように難しい判断であるということを示していると思いま

す。12月８日には７～９月期の２次ＱＥが出まして、もう少し状況もはっきりし

てくるという状況にあります。重要な問題でありますので、麻生大臣御指摘のよ

うに、もちろん党の御意向等々もあるわけでありますが、諮問会議としての議論

をぜひ次回さらに深めていきたいと思っております。 

この点について、よろしゅうございますか。 

（小泉議長） 党の税調もあるし、これはいろんな議論がある。両方、産業界からも

党からも政党内からもいろいろ意見があるから、よく議論することが大事だと思

います。 

（竹中議員） それでは次回そのようにさせていただきます。ありがとうございまし

た。それでは、今、村上大臣お入りいただきます。 

（村上臨時議員入室） 

○地域再生について

（竹中議員） それでは、村上大臣においでをいただきまして、地域再生についての

御審議をいただきます。大臣から御説明をお願いいたします。 

（村上臨時議員） お疲れでございます。簡単に説明します。 

この「地域再生に資する取組みの状況について」という資料を見ていただきた

いと思います。「地域再生に資する取組みの状況について」の３ページ目をお開

きいただきたいと思います。 

ここの真ん中のところにありますように、３ページの真ん中の各項を見ていた

だきたいと思います。地域再生におきましては、地域からの具体的な声に基づき

まして、補助金制度改革、権限移譲等の制度改革などを推進しておりますが、本

年６月に行いました提案募集では、今の資料の真ん中にありますように、予算関

連のものが多数寄せられております。 

特に、地域介護・福祉、生活排水など、生活テーマごとに補助金を整理・統合

するなど、補助金制度改革を求める提案が数多く寄せられております。また、補

助金制度改革以外にも、期間・プロジェクトを限定した権限移譲の推進など制度

改革に関する提案や地域の特色ある取組を支援するファンドの創設など、民間資

金の誘導に関する提案も寄せられております。 
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一番下の段を見ていただきたいんですが、このような地域の声を受けて、各省

庁からは後ほど御説明しますように、概算要求において検討の方向が示されてお

りますが、資料の「今後の進め方」のところにございますように、現在、来年の

１月を目途に新たな施策のプログラムを決定するべく予算編成過程を通じた調整

を行っているところであります。この中で、地域再生に資する横断的な政策の推

進、地域再生計画制度の強化等のために、法制度の整備についても検討を進めて

いるところであります。 

これ以降の資料につきましては、各省から出された地域再生関連の概要要求の

概要でありますが、４ページ、５ページ以降でございますけれども、説明は割愛

させていただきます。 

誠に申し訳ございませんが、１枚戻っていただいて、２ページ目を見ていただ

きたいと思います。これと同じものをＡ３に拡大しました。これを見ていただき

たいと思います。 

地域からの補助金改革を求める提案を受けた概算要求への反映状況についてお

示ししてございます。この中で特に新しい取組としては、２ページの左の上から

見ていただきたいんですが、生活排水、道路、港、海岸といった分野において、

省庁を越えて補助金を一本化する新たな仕組みの創設が概算要求に盛り込まれた

ところでございます。 

また、その下にある６行目の地域介護福祉、７行目のまちづくり、住宅といっ

た分野では補助金の一本化の範囲は、省庁内でありますが、権限移譲等の制度改

革と併せた抜本的な改革の方向が併せて示されており、地域の自主性、裁量性を

格段に高めるものとして注目に値するものと考えております。この他の分野でも、

地域の声を実現するための制度の改善の方向は示されておりますが、補助金を一

本化するまでには至っていないという状況です。 

予算編成過程も昀終段階に入っておりますので、さらに各省庁の補助金制度改

革の取組を促すとともに、既に省庁横断的な統合などの方向が示された分野にお

いても、具体的な制度設計の中で窓口の一本化を図るなど、地域から見て明快な

改革となるよう調整していきたい。すなわち、特区のように、今までいろんな省

庁に行かなければいけなかったのが、特区室に来たら、そこが全部各省庁と調整

してくれるようになったように窓口のワンストップ化を図りたいということでご

ざいます。 

昀後にもう一枚戻っていただきまして、昀初の１ページ目に戻っていただきた

いと思います。１ページ目をご覧いただきまして、上の段、こういった補助金制

度改革の取組を受け、また権限移譲などを柱とする各種制度改革を推進する中で、

先ほどお示ししましたとおり、地域再生の本格的な枠組を構築するべく、地域再

生のための法整備に関する検討を２つの観点から行っております。 

１ページの上段にありますように、１つ目の観点は、「国から地方へ」、「地

域が自ら考え行動する」というものです。現在は地域再生本部の決定に基づいて

実施しております地域再生計画制度の位置付けを強化し、地域が自ら目標を設定
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し、事業を推進できる環境を整備してはどうかと考えております。この中で、計

画に対する評価の枠組みを構築し、成果主義を徹底することにより、地域のアイ

デア合戦を推進していきたいと考えております。次に、地域再生計画と連動した

権限移譲や補助対象施設の転用の柔軟化といった省庁横断的な制度改革について

各省にお願いしております。また、成果主義を徹底した予算制度の改革を図り、

先ほど御説明しました窓口のワンストップ化を図るなど、地域から見て明快な仕

組みを構築し、補助金制度改革の成果として、各種の交付金を地域再生計画と連

動して位置付けることを検討します。 

なお、交付金につきましては、11月26日に示されました三位一体の改革につい

て、政府・与党の合意では、「公共投資関係の補助金の交付金化については、省

庁の枠を越えて一本化するなど、地方の自主性、裁量性を格段に向上させる」と

いう方向性が示され、「地域再生の取組においても三位一体の改革に資するもの

となるよう留意する」とされているところであります。このような観点からも制

度の具体化に取り組みたいと考えております。 

昀後にその下の段の「官から民へ」というところを見ていただきたいと思いま

す。２つ目の視点は、「官から民へ」、「民間の資金、ノウハウの活用」という

ものであります。具体的には、地域に経済効果を及ぼす民間活動に対して投資を

誘導するための税制について検討を行っているところです。以上で説明を終わら

せていただきます。 

（竹中議員） それでは民間議員から資料が提出されております。 

（吉川議員） それでは、私から民間議員４人の名前が書いてあります「地域再生の

今後の取組について」という紙を御説明いたします。 

一言で言いますと、今、村上大臣が御説明になった方針を我々民間議員は支持

したい。そういうことであります。 

地域再生ということが大きな課題であるわけですが、１つはそれぞれの地域に

イニシアチブを発揮してもらう必要があるということであります。また、それぞ

れの地域が自由に様々な試みをする上で、いわゆる“官官規制”というものが阻

害要因になっている。これを直したい、改革したいということであります。 

そのために、それぞれの地域が提案する権限移譲、それから国から地方への補

助金、それから民間の資金を誘導することが円滑にできるように、こうした制度

改革を一括して活用するスキーム、そういうものとしての地域再生法といったも

のの制定が有効なのではないか。 

また、補助金を地方に渡す場合に、地方から発案してもらって、今までですと

各省に分かれていたというのを透明化して、それぞれの地方にも健全な競争をし

てもらう必要があるのではないか。それを民間人中心とした第三者機関がガラス

張りの評価を行って、どこの地方にどれだけというようなことを決める。 

また、それを事後的に評価する。要するに補助金を地方に自由に使ってもらう。

ただし、地方にも健全な競争をしてもらう。その評価を第三者機関が行う。情報

開示を徹底して地方の健全な競争を促すような改革も行う必要があると言ってい
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るわけです。 

総じて村上大臣が今御説明になったような方針を我々としても支持させていた

だきたいということです。 

（竹中議員） それでは官房長官。 

（細田議員） 三位一体の議論を進めてまいりまして、地方からの要望をいろいろ聞

くときに非常に大きな要素が、地方にとって使い勝手のいい補助金にしてほしい

ということが大きな柱になっているわけで、もちろん補助金削減、税源移譲とい

う、そういう意味での三位一体改革からは外れる税源移譲の伴わない合理化なん

でございますけれども、「国から地方へ」ということを考えた場合に、ここに項

目として載っていることは、地方の長年の願いであることはもうはっきりしてお

りますので、まだこれから、こう書いてはあるけど、抵抗があったり、内枠があ

ったりしてはいけませんけれども、しっかりした中身を詰めて、各省でまたがっ

たもの、使い勝手のいいものにするという、この地域再生の交付金の法制化を含

めてぜひ積極的に進めることが必要であると思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 基本的にはこれでよろしいんだと思うんですが、ここに書いてある中

で、これを見ますと、地域防災とか地域福祉、介護福祉のところで、これは今回

の11月26日の政府・与党合意が出されたときに、平成17年度に先送りされた残り

の約２割と言われる6,000 億円の中にこの２つが、公立学校とか、いわゆる施設

費というのが入っていますので、私どもとしては、例の政府・与党合意の中とち

ょっと重なっている部分がありますので、これは税源移譲に結びつく改革を今、

来年度引き続いてやるのに当たって、この目についた２項目、これはちょっと支

障にならないようにということ点だけは村上大臣にお願いを申し上げておきます。

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。 

（小泉議長） これ、全部地域再生の提案、受け入れたの？ 

（村上臨時議員） いや、まだこれから。かなり上の方は詰まってきているんですけ

れども、今、言った真ん中から下あたりはまだまだ折衝の余地があるので、また

総理の方から閣議のときにプッシュしていただきたいと思います。 

（竹中議員） よろしいですか。それでは、要はこの方向でぜひしっかりとやってい

ただきたいということ。それと地域再生スキームの法制化についてぜひ前向きに

御検討をお願いしたいということ。その際、成果主義を盛り込むということもお

願いしたいということ。さらには地方の使い勝手のよいように、同時に税源移譲

の支障にならないように、その辺が留意点だったかと思います。ぜひ村上大臣に

はよろしくお願いいたしますとともに、御検討をいただいて、その結果また年明

け早々にでも諮問会議で御報告を賜ればと思っております。よろしゅうございま

すでしょうか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（村上臨時議員） どうもありがとうございました。 

（村上臨時議員退室） 
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○「改革と展望」の改定（事項案）

（竹中議員） それでは、昀後に「改革と展望」の改定を行わなければいけません。

本日はこの事項案の御説明をさせていただきます。村瀬統括官お願いします。 

（村瀬内閣府政策統括官） それでは、「構造改革と経済財政の中期展望」、通称「改

革と展望」と言っておりますが、それの2004年度改定の事項案について御説明い

たします。 

「改革と展望」は、構造改革を中心といたします今後５年程度の中期的な経済

財政運営の基本方針と経済財政の中期ビジョンを示すものでございます。「改革

と展望」は、「毎年の経済動向を踏まえて、毎年度改定していく」ということと

されておりまして、今回が３回目の改定に当たります。 

今年度の改定につきましては、概ね昨年と同様の日程で審議を進めていただき

まして、12月中に案文を固めていただきまして、年明け１月に諮問・答申をお願

いしたいというふうに考えております。 

本日お手元にお示ししております事項案について御説明いたしますと、「2004

年度改定」の対象期間は、2005年度から2009年度まででございますが、基礎的財

政収支の黒字化といった課題につきましては、より長い期間を視野に入れること

といたしております。 

２の「経済財政状況」では、集中調整期間を通じました経済財政状況について

記述をしたいというふうに考えております。 

３の「中期的な経済財政運営の基本方針」におきましては、「デフレの克服に

向けた取組」、「安定的な経済財政運営」、あるいは「経済の展望」、「歳出抑

制の目標と組織的財政収支」について記述することを考えております。 

４の「構造改革への更なる取組」におきましては、重点強化期間以降の主な構

造改革への取組について記述いたしたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

（竹中議員） 事項案についてでございますが、特に御意見ございますでしょうか。

基本的には昨年と同様の構成になっているということだと思います。よろしけれ

ば、ぜひ作業にとりかかりまして、今、統括官の説明にありましたように、今年

中にできれば案文を固めまして、それで来年の決定に持っていきたいというふう

に思っております。総理よろしゅうございますか。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） 特に御意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。麻生

大臣よろしいですか。 

（麻生議員） まだ機会はありますから。 

（竹中議員） これからですので。それでは今日は長時間の国会の後ありがとうござ

いました。 

（以 上） 
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