
 

平成 16 年第 31 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 
 
(配付資料) 

○ 内閣総理大臣からの諮問第１２号について 
 

(概要) 

○平成１７年度予算編成の基本方針について 

（浜野政策統括官） ご協力を賜り、お手元の「平成 17 年度予算編成の基本方針（案）」

のとおりにとりまとめさせていただいた。 

 「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いて、「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、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
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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

反映するとしている。 

 また、行政改革の積極的な推進、「基本方針 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

いる。 

  なお、11 月 26 日に御提示した案からの主な変更点は、まず、３ページ下から２

行目、「防衛、ＯＤＡ」で明記をさせていただいた。また、４ページの教育関係の

ところで所要の修正を加えている。また、４ページから５ページにかけて、防災対

策についての記述を充実させている。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いる。 

（竹中議員） それでは、総理、諮問をお願いします。 

（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。 

（竹中議員） 総理の諮問を受けて、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うが、その前に発言があればどうぞ。 

（奥田議員） 地方財政について、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・透明化を進めるということが書き込まれたことは非常に重要で

あり、また適切だと思っている。地方財政計画の規模がいつの間にか水面下で決ま

っていて、我々は後で金額をだけ知らされるという今までの形ではなくて、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地方財政計画の規模が決定さ

れることがぜひ必要だと思っている。 

  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こととなっているが、これも非常に適切だと思

う。11 月 15 日の諮問会議で竹中議員がとりまとめたように、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き諮問会議で議論することが今後必要であると思う。 

（竹中議員） 三位一体のフォローアップについては、政府・与党合意の中にも書かれ

ているので、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

う。それでは、今の案をもって、諮問会議の答申とさせていただきたい。 

（「異議なし」と声あり） 

（竹中議員） それでは、経済財政諮問会議により先ほど総理に「平成 17 年度予算編

成の基本方針」が答申をされたので、総理からごあいさつをお願いしたい。 

（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う。 

（竹中議員） なお、本方針については、明日の閣議で決定する予定である。 

 

○経済情勢と定率減税について 

（谷垣議員） 資料にあるように、定率減税は、平成 11 年度の税制改正において、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

たものである。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ち、

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

減税の縮減・廃止と併せ三位一体の改革の中で国・地方を通じた個人所得課税の抜
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本的見直しを行うとしている。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、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ある。 

 また、先般 11 月にとりまとめられた政府税制調査会の答申では、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いた。政

府税調答申の内容を簡単に御説明すると、まず、経済と財政の関係については、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いる。 

 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、

経済の体質強化が実現されつつあり、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、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いる。 

 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

としている。 

 以上を踏まえ、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、といった指摘があった。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

考えている。 

（竹中議員）  それでは御審議をいただきたいが、３点のポイントを中心に御議論いた

だくということかと思う。 

 第１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

の問題だと思う。 

第２点は、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う。 

第３点は、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う。 

（吉川議員） 経済成長と定率減税の問題について意見を述べさせていただく。小泉内

閣が誕生してからのマクロ経済政策は、常に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が最大のポイントであった。現在の

局面で、改めて定率減税の縮減・廃止という形で、その問題がもう一度出てきた。 

 日本経済については、日本経済の基本的な実力と循環的な側面ないし現状がどう

かということがある。まず日本経済の基本的な成長力について言えば、私は、97～

98 年に比べて本当に良くなってきたと考えている。不良債権処理については、主要

行を中心にかなり進捗した。デフレは、まだ問題は残っているが、これも最悪の事

態は切り抜けて少しずつ良い方に来ている。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う。製造業を中心にして、大きくリストラが進んだと
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いうことだろう。全体として、97～98 年に比べれば良くなってきているというのが、

私の基本的な認識である。 

 循環的な側面や現状は、一体どうか。現状で、減速傾向が見られるということは

事実だと思う。幾つかの経済指標から見て、プラス成長はしているのだが、その度

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のだが、

減速してきているということは事実だと思う。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。その時に、多くの人が考えることは、97 年の

経験だと思う。実際、97 年の轍を踏むなということで、フィナンシャルタイムスの

社説では、日本はやるべきでない、ということを書いている。日本国内にもそうい

う意見があるということは御承知のとおりだ。 

 現状において減速傾向にあるということは事実なのだが、問題は先行きだ。その

場合のリスクとして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う。具体的にはアメリカや中国経済、原

油価格、円高などだ。こうした輸出に関係したリスク要因はたしかに重要だが、こ

の点でも、97 年とは大分違う。現在、輸出は前年比で 15％ぐらい伸びているが、

97～98 年というのはアジアの通貨危機によって、98 年だと輸出が 3.7％のマイナス

成長。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

よる。それほどのリスクを今考えているかというと、アメリカ経済、中国経済、み

んな関心を持って見てはいるのだが、アジアの通貨危機のようなリスクを考えてい

る人は少ないのではないか。 

 リスクというのは、１つ１つ取れば、今のところは日本経済に本当に大きなマイ

ナスを与えるとは思わない。もっとも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は、分からない。したがって、リスク要因をしっか

り考えておかなければいけないと思う。 

まとめれば経済の現状ということから言うと、減速が見られるということは事実

だが、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ことを考えて

いる人は少ないというのが現状だと思う。 

 財政の再建については、大きな課題が残っている。皆、日本経済との関係で、97

～98 年と比較して定率減税の問題について議論しているが、余り人が言わないのは、

財政に関しての 97 年との比較である。97 年の４月から消費税が上がったわけだが、

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 兆円だったから、現在 700 兆円とすると、丁度半分であった。対ＧＤＰ比で

見ても、今から見れば約半分となり、数字で見ると今は 96 年度に比べて財政の状

態は２倍悪くなっているということである。したがって、財政再建の必要性は、96

年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だが、そ

ういう中で財政がそれなりの役割を果たした。しかし現状は、700 兆円の公約債務

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、フローの方だが、これも対ＧＤＰ比で５％強だから、25

兆円を上回るくらいの赤字になっている。政府は、2013 年までにこれを均衡させよ

うと言っているが、2005 年度からだと９年、仮に 27 兆円を９で割ると、年平均で

３兆円くらいずつ健全化していかなければいけない。 

 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
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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、私は先ほどお話し

したような認識を持っている。こうしたことを十分議論して、定率減税についての

決断をする必要がある。私の個人的な考えは、谷垣議員の考え方に近い。 

（牛尾議員） 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

赤字の均衡を取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う。しかし

残念ながら、財政赤字を中心とした歳出の抑制は、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加

することが大体の流れにあって、急激な増加は止まりはしたが、依然として増加し

ている。その時に、今度は租税負担について、将来の間接税、消費税の増税に不安

感を抱きながら、その代わりに所得税、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。この辺が十分整っていない環境で、定率減税だけが一時的な約束だ

から、もうそろそろ見直して良いのだというのは一方的過ぎるのではないか。 

 ２番目は、世界経済との日本の関わりが、97 年の時よりも、生産高や購入高は全

部海外に進出して、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、中国にたくさん生産

工場を持っている企業、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１つ考えただけでも先行きが読めない部

分が非常にあり、来年はそういう点で微妙な時に来ている。 

 ３番目は、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、定率減税で一番増税を受けるわけである。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、来年の秋ぐらいに様子を見て、再来年 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、非常に懸念しており、もう少し経済

を慎重にみる必要がある。幸い税収は、徐々に民間主導型経済への移転が成功して

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だから、そういう意味では規制撤廃や混合診療

など色々な問題、山ほど抱えている問題がもっと見えてきてから、増税にいくべき

である。こういうことが見えて来てから行わないと、何か税を上げることだけ極め

て簡単に進んで、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。内容そのものは理解できるが、タイミングが悪い、早過ぎる。 

（細田議員） これは経緯から見て予定どおりにやることが、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だから、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、その前に駆け込みで購買意欲が強まり、後に反動で低下

するということで、ある時に影響が一度に出るという面もある。今、吉川議員が言

われたような影響はあったと思うが、今度の場合はそういうおそれがないというこ

とと、定率減税を行った際には所得の多い人のための金持ち優遇減税などと批判を

受けた。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） これは、決まったことなのか。 

（細田議員） これから決めること。しかし、予定されたことはやった方が良いのでは

ないかと私は思う。 

（中川議員） 筋論としては細田議員が言われたとおりだが、実体経済としては、今ま
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さに減速と言うか、マスコミによっては足踏みと言われているように、非常にデリ

ケートな時期である。心理的な要因もある。定率減税廃止をやめろと簡単に一刀両

断に言えないことも率直なところではあるが、一方、吉川議員が話されたように、

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、原油が下がったと思ったら、今度はドルがどんと下がって金が

ぐっと上がり、それが大した量ではないにも拘らず、大きなマーケットのサプライ

ズのようなものがあるといったことは、世界の経済が非常に不安定、不安になって

いるということなのだろうと認識している。ＥＵが、勝ち組と負け組に分かれてし

まい、しかもＥＵ全体としてコントロールが取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･アジア通貨高のような状況だと認識してお

り、一刀両断に定率減税廃止に反対とは言いにくいが、日本の経済や産業に影響を

与えないという保証をしてほしい、そう言っても保証は多分してくれないだろうが、

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ある。 

（奥田議員） 経済界の実態を今申し上げると、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と思う。特に先行きのリスクを考えてみると、現在出ている

いろんな統計数字があるが、それは決していい数字が出ているわけではない。そう

いうこととリスクを考えると、今、中川議員もおっしゃられたが、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半にかけてよくわからない。それから原油価格も高止

まりしており、円高も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いるが、私は企業業績の下半期

については、高水準の円高が続いた場合には下方修正が出てくるんじゃないかと思

う。これが 105 円とか 110 円の水準に戻れば、これまた話は別だが、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。そういうことが出てくると、結

局は消費者心理が冷え込んでしま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、やらなければならないということは結論としてはっきりしているが、

拙速にやらなければならないのか。平成 18 年度からということだが、もうちょっ

と様子を見るとか。平成 17 年度で決めてしまわなければ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。 

（麻生議員） 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。給料

が一番上がったときだった。そのときに比べて、所得給与というのは下がっていて、

大企業の製造業だけが８％上がっていることになっているが、中小、零細いずれも

10％、15％下がっている。物価を見ると１、２％の下げだから、可処分所得から言

ったら 12、13％マイナスというのが、多分、給与所得者の現状だということになる。

それからいくと、個人消費が全然増えない。設備投資はどんどんするけど、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

を裏づけていると、私にはそう見える。そういった意味からいくと、奥田議員の意

見に近い。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

いることになるので、これは結構大きいマイナス。総務省としては、「大臣何を言

うんだ」、と多分思っているであろうが、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。もう１点は、このルール、

定率減税の決め方の機動性がない決め方を変えない限りは、このルールはずっとい

くわけだから。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から、何
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となく長期間ずっと継続してしまうということになるので、もう少し機動的に何と

かならないかなという感じが正直なところ。それからもう１点は、三位一体で苦労

したせいもあるが、今、政府・与党でちょうど税調をやっている。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） 今日は議論だけ。 

（麻生議員） それだけはぜひ……。 

（谷垣議員） 景気認識や経済認識は、先ほど吉川議員が詳しく言っていただいたので

これ以上申し上げないが、要するに今やると、来年の通常国会で議論をして、暦年

だから平成 18 年度の１月から入れるということになる。だから２年間かけてやる

というのは、平成 18 年１月からやって、それでまた平成 19 年１月からというよう

な形になっていく。そこで初年度は多分、平成 17 年度、最後は平成 18 年の１月か

ら３月に入ってくるわけだが、これが 2,000 億円ぐらいの感じになると思う。 

（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あるが、あのときは社会保障とか色々あり、９兆円と

いうふうに言われているが、今回は全部やって 3.3 兆円ということなので、97 年

の原因がどうかというのは、これは色々議論があると思うが、やはりあのときは、

山一証券、北海道拓殖銀行、長銀というような金融秩序から来る面も非常に大きか

ったと思うので、今言ったようなボリュームからいっても、97 年とはかなり違うの

では。要するに初年度は 2,000 億円であるということ。 

 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るが、延ばすとい

うことになると、これはまさに麻生議員のところと関連するが、平成 18 年度まで

で三位一体というのをやらなければならないと、そこで段階的にというのは、これ

は技術的な問題になるが、かなり難しいだろうと思う。そうすると、その時にぼん

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ある。これはかな

り技術的な問題。確かに未知の要因はいろいろある。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のは、なかなか難し

いと私は考えている。 

（吉川議員） 先ほど麻生議員がおっしゃったことの内、家計の所得が伸び悩んでいる

というのは事実だと思うが、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

思う。 

それはともかくとして、麻生議員は「なぜ今か」とおっしゃったのだが、要はこ

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う。

経済と財政、我々は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だから、

そこの判断だということだと思う。 

（竹中議員）  御議論はいろいろあると思うが、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う。12 月８日には７

～９月期の２次ＱＥが出て、もう少し状況もはっきりしてくると思う。重要な問題

であるので、麻生議員御指摘のように、もちろん党の御意向等々もあるわけである

が、諮問会議としての議論を次回さらに深めていきたいと思っている。 
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（小泉議長） 党の税調もあるし、これは色々な議論がある。産業界からも党からもい

ろいろ意見があるから、よく議論することが大事だと思う。 

（竹中議員） それでは次回そのようにさせていただく。 

 

（村上臨時議員 入室） 

 

○地域再生について 

（村上臨時議員） 資料の「地域再生に資する取組みの状況について」をご覧いただき

たい。３ページの真ん中の各項。地域再生においては、地域からの具体的な声に基

づいて、補助金制度改革、権限移譲等の制度改革などを推進しているが、本年６月

に行った提案募集では、予算関連のものが多数寄せられている。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いる。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

ている。 

 このような地域の声を受けて、各省庁からは概算要求において検討の方向が示さ

れているが、同ページの「今後の進め方」のところにあるように、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る。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

である。 

 ４ページ以降は、各省から出された地域再生関連の概算要求の概要である。説明

は割愛させていただく。 

 戻っていただいて、２ページ目をご覧いただきたい。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いる。この中で特に新

しい取組として、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ある。

また、地域介護福祉、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

は省庁内であるが、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。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いるが、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ある。 

 予算編成過程も最終段階に入っているので、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、今までいろんな省庁に行かなければいけなかっ

たが、特区のように、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な

窓口のワンストップ化を図りたい。 

 最後に、最初の１ページ目に戻って、この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、先ほど示したとお

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いる。 

 １つ目の観点は、「国から地方へ」、「地域が自ら考え行動する」というものであ

る。現在は地域再生本部の決定に基づいて実施している地域再生計画制度の位置付
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けを強化し、地域が自ら目標を設定し、事業を推進できる環境を整備してはどうか

と考えている。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いる。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いる。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する。なお、交付金については、11 月 26 日に示

され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る。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いる。 

 ２つ目の観点は、「官から民へ」、「民間の資金、ノウハウの活用」というもので

ある。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。 

（吉川議員） 「地域再生の今後の取組について」という資料を説明する。 

   一言で言うと、村上臨時議員が説明された方針を我々は支持したい。地域再生は

大きな課題であり、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。

また、それぞれの地域が自由に様々な試みをする上で、阻害要因となっている“官

官規制”を改革したい。そのために、それぞれの地域が提案する権限移譲、国から

地方への補助金、民間の資金の誘導などが円滑になされるような制度改革を一括し

て活用するスキーム、地域再生法といったものの制定が有効ではないか。 

   また、補助金を地方に渡す場合、それぞれの地方にも健全な競争をしてもらうこ

とで透明化を図り、それを民間人中心の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ことを決める。さらに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が情報開示を徹底して地方の健全な競争

を促す改革も行う必要がある。 

（細田議員） 三位一体の議論を進めていく中で、地方からの要望の大きな要素として、

使い勝手のいい補助金にしてほしいという声がある。「国から地方へ」ということ

を考えた場合、ここに記載されていることは、地方の長年の願いであることははっ

きりしており、中身を詰めて、各省にまたがる、使い勝手のよいものを、地域再生

の交付金の法制化を含めて積極的に進めることが必要だと思う。 

（麻生議員） 地域防災、地域福祉や介護福祉について、11 月 26 日に出された政府・

与党合意で平成 17 年度に先送りされた残りの約２割、6,000 億円の中に公立学校

など、いわゆる施設費が入っており、重なっている部分があるので、税源移譲に結

びつく改革の支障にならないようお願いしたい。 

（小泉議長） 地域再生の提案、これらは全部受け入れられたのか？ 

（村上臨時議員） これからである。詰まってきているものもあるが、まだまだ折衝の

余地があるものもあり、その際には、総理から閣議のときにプッシュしていただき

たい。 

（竹中議員）  この方向でしっかりとやっていただきたい。また、地域再生スキームの

法制化、加えて成果主義を盛り込むということも前向きに検討をお願いしたい。留

意点としては、地方の使い勝手が良いようにすること、税源移譲の支障にならない

ようにすること、がある。年明け早々にでも諮問会議でまた報告していただきたい
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と思う。 

 

（村上臨時議員 退室） 

 

○「改革と展望」の改定（事項案） 

（竹中議員）  最後に「改革と展望」の改定について説明させていただく。 

（村瀬政策総括官） 「構造改革と経済財政の中期展望」、通称「改革と展望」の 2004

年度改定について説明する。 

   「改革と展望」は、構造改革を中心とする今後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、「毎年の経済動向を踏まえて、

毎年度改定していく」こととされており、今回が３回目である。今年度は、概ね昨

年と同様の日程で審議を進め、12 月中に案文を固め、１月に諮問・答申をお願いし

たい。 

   事項案についてだが、「2004 年度改定」の対象期間は、2005 年度から 2009 年度

までとなっており、基礎的財政収支の黒字化といった課題は、より長い期間を視野

に入れることとしている。 

   「経済財政状況」では、集中調整期間を通じた経済財政状況について記述したい。 

   「中期的な経済財政運営の基本方針」では、「デフレの克服に向けた取組」、「安

定的な経済財政運営」、「経済の展望」、「歳出抑制の目標と基礎的財政収支」につい

て記述することを考えている。 

   「構造改革への更なる取組」では、重点強化期間以降の主な構造改革への取組に

ついて記述したい。 

（竹中議員）  基本的には昨年同様の構成となっている。よろしければ、作業にとりか

かり、今年中に案文を固め、来年に決定したい。本日はありがとうございました。 

（以 上） 


