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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 23 回）

 

（開催要領） 

1.開催日時：2006 年 10 月 24 日(火) 16:45～18:06 

2.場所：官邸４階大会議室 

3.出席議員： 

議長     安倍 晋三   内閣総理大臣 

議員     塩崎 恭久   内閣官房長官 

同         大田 弘子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同         菅  義偉   総務大臣 

同         尾身 幸次   財務大臣 

同         甘利 明    経済産業大臣 

同         福井 俊彦   日本銀行総裁 

同         伊藤 隆敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

                  （兼）公共政策大学院教授 

同         丹羽 宇一郎  伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同         御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役会長 

同         八代 尚宏   国際基督教大学教養学部教授 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）重点改革分野について 

（２）集中審議①：地方の改革 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ 「創造と成長」のための７大重点改革分野（有識者議員提出資料） 

○ 今後の成長戦略の進め方について（甘利議員提出資料） 

○ 地方分権改革について（菅議員提出資料） 

○ 抜本的な地方分権改革について（有識者議員提出資料） 

○ 尾身議員提出資料 

○ 地方分権改革と地域経済の活性化（甘利議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ 魅力ある地方・自律する地方を創る地方分権改革について（参考資料） 

（菅議員提出資料） 
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（本文） 

○議事の紹介 

（大田議員）  では、ただいまから今年23回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   本日の議題は２つございます。１つ目は、重点改革分野について、民間議員か

らまず御提案があります。それから２つ目は、集中審議の第１回目ということで、

地方分権、地方改革について御審議いただきます。 

   では、まず重点改革分野につきまして、有識者議員から御説明をお願いいたし

ます。 

 

○重点改革分野について 

（丹羽議員） 「『創造と成長』のための７大重点改革分野」というタイトルで、有識

者議員４人の連名で作成いたしました資料につきまして、私から説明をいたしま

す。 

   本ペーパーの目的は、前回の諮問会議で示した７つの課題を実行するため、新

成長経済に向けての「離陸期間」に取り組むべき重点改革分野を取り決めること

であります。集中審議においては、これらのうち緊急性の高いものを優先して検

討いたします。 

   なお、当然、成長のためには、財政の持続可能性を取り戻すことも不可欠であ

ります。歳出削減の努力と、経済活力による税収増によって、将来の負担増を最

小限にする道を選びたいと思います。ここで掲げました重点改革分野と連動させ

ながら、「基本方針2006」で閣議決定された５年間の歳出削減に明確な道筋をつけ

ることが必要であります。その際、複数年度で予算を管理する仕組み、あるいは

自然増収が安易な歳出増に使われないための仕組みをあわせて検討いたします。 

   では、重点改革分野につきまして順次説明いたします。 

   ここでは前回の諮問会議の議論を踏まえ、わかりやすさも重視して、重点改革

を７分野に再分類しております。 

   まず１つ目は、「グローバル化改革」です。これはオープンをてこにして、国内

改革に取り組むことを手段としております。その「ⅰ」では、経済外交の戦略的

推進（アジアを中心としたＥＰＡの加速、ＷＴＯの推進）について検討いたしま

す。その「ⅱ」では、オープンをてことする改革の筆頭である農林水産業の競争

力強化です。その「ⅲ」では、ヒト、モノ、カネ、情報、文化の流れを促進する

よう、規制改革などを通じたオープンな国づくりを推進いたします。その「ⅳ」

では、グローバルな競争力を持つ資本市場の形成、金融の革新、リスクマネーの

供給促進について検討いたします。 

   ２つ目は、「労働市場改革」です。その「ⅰ」では、低生産性分野から高生産性

分野への労働移動を促進するよう、規制改革等労働市場制度の包括的な改革につ

いて検討いたします。その「ⅱ」では、教育の質の向上等による人材立国の実現

や規制改革、民間開放による人材ビジネスの発展などについて検討いたします。
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その「ⅲ」では、再チャレンジ支援策として、同一職務、同一待遇の推進などに

ついて検討いたします。 

   ３つ目は、「生産性改革」です。イノベーションへの取組だけでなく、経済全体

の生産性を引き上げるための改革を検討していきます。その「ⅰ」では、日本経

済の最も重要な課題である生産性の低いサービス産業の生産向上についてであり

ます。科学技術白書によれば、アメリカを100とすると、日本の流通・運輸業の生

産性は43から59で、アメリカの約２分の１であります。しかも日本のＧＤＰでサ

ービス産業の割合は７割以上であります。これらの生産性を他の先進国レベルま

で引き上げるだけでも経済全体の生産性は大きく上昇いたします。規制改革、民

間開放を通じてこれらの分野に市場の活力を持ち込むことが必要であります。ま

た、製造業、中小企業等における生産性向上についても、その「ⅱ」で検討をい

たします。その「ⅲ」では、技術革新、知的財産戦略、ＩＴ等による産業の生産

性の向上です。ここでは、イノベーション施策における国と民間の役割分担、Ｉ

Ｔの活用強化について検討いたします。 

   ４つ目は「税制改革」であります。その「ⅰ」では、法人税改革など日本経済

の競争力を強化する税制の構築について検討いたします。また、その「ⅱ」では、

「離陸期間」における税制の抜本的改革について検討いたします。 

   ５つ目は、「地方分権改革」です。その「ⅰ」では、新分権一括法を通じた地方

分権のあり方、国と地方の役割分担、同時に道州制の考え方についても検討いた

します。その「ⅱ」では、地方財政の改革の方向性を、その「ⅲ」では、民間主

導の地方再生に向けた取組支援策を検討いたします。 

   ６つ目は、「社会保障改革」です。その「ⅰ」及び「ⅱ」では、国民のニーズに

合った医療・介護・保育市場をどのように再設計するのか検討いたします。医療

は今後大きく成長する分野であり、また非常にすそ野が広いことから、その成長

が他の分野に与える影響も大きいと思っております。医療を産業としてとらえ、

規制改革を通じて市場を拡大させていくことが重要であります。その「ⅲ」では、

社会保障給付の更なる重点化・効率化を検討いたします。その「ⅳ」では、社会

保障制度に対する信頼性と透明性が向上するよう、社会保険庁改革のあり方など

について検討いたします。 

   ７つ目は「政府改革」です。その「ⅰ」の公務員制度改革では、官民の自由な

人材移動のあり方などについて検討いたします。その「ⅱ」では、行政改革を加

速すべく、行政改革推進法の実行監視、政策金融改革、市場化テスト等を検討し

ます。その「ⅲ」の特別会計改革では、道路特定財源の一般財源化についても検

討してまいります。その「ⅳ」では、公共投資の質・量、両面における見直しが

課題であります。その「ⅴ」では、大学なども含む独立行政法人改革の加速、そ

の「ⅵ」では、政府資産・債務管理改革を専門調査会の下で更に進めてまいりま

す。 

   以上の７分野の改革の大きな方向性を年内に検討し、来年１月策定の「新しい

中期方針（ポスト『改革と展望』）」に反映させることといたします。 
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   なお、上記の改革の大前提には、適切なマクロ経済運営がございます。これに

ついては随時議題に掲げて検討してまいります。また、規制改革につきましては、

全項目にかかわる横串として12月の規制改革・民間開放推進会議最終答申に向け

て集中審議の対象といたします。 

また、必要に応じて諮問会議の下に専門調査会を設置いたします。 

   私からは以上でございます。 

（大田議員）  甘利議員からも資料を御提出いただいています。 

（甘利議員） 「今後の成長戦略の進め方について」であります。 

「基本的な考え方」は、「成長なくして財政再建なし」の方針の下に、「成長戦

略」と「歳出・歳入一体改革」を車の両輪として一体的に推進をするということ

です。 

   前回も申し上げましたが、誤解の無いように申し上げますと、財政再建は最大

の課題であり、歳出・歳入一体改革で2011年度にプライマリーバランスを黒字化

する。そのために、成長戦略が必要であります。つまり、歳出・歳入一体改革を

やる前提として成長戦略がないと、この歳出・歳入一体改革が瓦解をしてしまう

ということを強調しておきたいと思っております。 

   「議論の進め方」でありますが、今後、「創造と成長」への課題が集中審議され

る中で、成長戦略も十分に議論をして、改革の方向性を「改革と展望」の中で示

すことが重要だと思います。 

   「経済成長戦略大綱」は、こうした検討の成果を取り入れ、来春までにローリ

ングして改定を行い、新たな、いわば「安倍成長戦略」として大きく発展させる

必要があろうかと思います。 

   「優先的に議論すべき課題」でありますが、生産性改革（イノベーション）、労

働市場改革（人材・雇用、再チャレンジ）、地方分権改革（地域活性化）など、成

長戦略の実現に向けて予算面からの対策が急がれる項目は、規制改革などととも

に優先的に議論すべきだろうと思います。 

   これらの審議の成果は、「平成19年度予算編成の基本方針」にも反映をさせ、メ

リハリの効いた構造改革型予算とすべきと考えます。 

（大田議員）  それでは自由討論に入ります。どうぞ。民間議員のペーパー、甘利議

員の御説明について、御意見をお願いいたします。 

（伊藤議員） 成長戦略で自然増収を目指すというところで、我々は自然増収が安易

な歳出増に使われないための仕組みをあわせて検討するということですが、自然

増収という時に、自然増収が一時的なもので終わってしまうのか、ある程度構造

的に永続的に期待できるものなのかという点は、潜在成長率が幾らになるのかと

いう推計と裏腹の関係にあります。これをある程度見極めていくことが重要で、

まだはっきりと構造的に潜在成長率が上がったという見極めがつかない時には、

ある程度ボーナス的な形で税収を貯めておく。あるいは直接、債務の削減に使う

といった仕組みにしておく。そして本当に構造的にも大丈夫という時には、この

自然増収を活用して更に成長につなげていく。このように不確実性があるのだと
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いうことを明示的に取り入れた仕組みを何か考えてみたいと考えています。 

（大田議員）  丹羽議員。 

（丹羽議員） 経済成長、あるいはいろいろな改革をするために議論が出ております

けれども、一つだけ最近の新聞の中で気がついたことは、我々は企業のためだけ

に、あるいは経済産業省のためだけに言っているということではないということ

です。経済成長を遂げないと、国民や国の収益がアップしない。経済成長をしな

いと海外から利益をとってくることもできないわけであり、企業の国際競争力ア

ップはどうしても必要だということを申し上げたいと思います。 

   ８月末に、ドイツは先端技術戦略、イノベーション振興ということで、これか

ら４年間で146億ユーロ、約２兆円以上を、技術研究開発費に17分野で予算化して、

雇用150万人アップという発表をしたわけであります。技術の国際競争力優位は経

済成長のエンジンでありまして、日本はドイツ・韓国よりも法人実効税率が10％

高い。また、ドイツにしても、アメリカにしても、技術に対する相当なバックア

ップ体制をとって経済成長を遂げて、国際競争力優位を保とうしているわけです。

その点はこれからも精査して、いろいろな提言を申し上げたいと思っています。 

（大田議員）  尾身議員どうぞ。 

（尾身議員） 自然増収が安易な歳出増に使われないための仕組みというのは、実は

夏に決めたシーリングで仕組みとしてはかなりしっかりしていると思っておりま

す。シーリングで、公共事業にしてもその他経費にしても、ここまで抑えるとい

う非常に厳しい縛りがかかっておりますので、それを19年度の予算編成で守ると

いうことをきちんと確認していくということが大変大事だと思っております。 

   もう一つは、国際競争力という点は、丹羽議員のおっしゃったとおりでござい

まして、経済の活性化と財政の再建は矛盾するものではなく、両立するものであ

るという考え方に基づいて、例えば研究開発についての税のインセンティブや、

科学技術についてシーリングの下でも特別に考えていくことを行ってまいります。

また、国際競争力の強化という点と、企業が国を選ぶ時代になったことに伴う国

際的なイコールフッティングな税制の確立は実は大変大事な課題であると思って

おり、今後こういう点を中心にしながら税制等についても考えていきたいと思っ

ております。 

（大田議員）  ほかには。 

   よろしいですか。今日の重点項目は、まさにこれから集中審議で深く議論して

いくテーマですので、格別御意見がほかになければ。 

   では、官房長官。 

（塩崎議員） 緊急性の高いものを優先するというのは当然だと思うのですが、その

優先順位というのは、どの時点でどのような感じで提示をされるのか、お聞かせ

いただけたらと思います。 

（大田議員）  来年度予算にかかわるものは予算編成の基本方針までに議論しなくて

はなりません。あわせて、来年１月策定の「新たな中期方針」に大きな方向性を

盛り込むということになっておりますので、まず、来年度予算にかかわるもの、
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それから大きな方向性を示すもの、この２つについては、集中審議のそれぞれの

テーマで議論していくということになると思います。ここに各項目で幾つかあり

ますけれども、大きな方向というより来年度しっかり制度改革をしていくような

ものは、来年議論に入るということを民間議員の中でも仕分けて議論していけれ

ばと思っております。 

（伊藤議員） 緊急性と同時に、かなり複雑な多岐にわたる問題も含まれております。

重要であるけれども、非常に難しい問題も含んでいるテーマについては、やはり

先ほども丹羽議員がおっしゃったように、専門調査会を設けて掘り下げて、しっ

かりしたものを出したいと思っております。 

（大田議員）  専門調査会をどの分野で設置するかは御提案したいと思います。 

   それから私の方から一点。民間議員ペーパーの「７.政府改革 vi.政府資産・債

務管理改革」に「現専門調査会の改組」と書いてございます。これは現在、専門

調査会が作られておりまして、既に夏に提言を頂いております。これにつきまし

ては、「基本方針2006」の中で金融の専門家等民間有識者を加えて改組すると書か

れておりますので、この方針に沿って早急に準備を進めたいと思っております。

また追って御提案をさせていただきます。 

（塩崎議員） その点について、今まで政府資産というのは、どうしても売却や証券

化などというところで止まっているような気がするのですが、もう少し積極的に

収入を生み出すような活用の仕方を考えていって、縮小均衡的な発想だけではな

くて、まさにイノバティブな発想で政府の資産も有効活用して、財政のためにも

プラスになるような、少し明るい政策を行ったらどうかと思います。 

（丹羽議員） それは大変重要なことですね。 

（大田議員）  それでは、重点項目は以上をもちまして終わりたいと思いますが、総

理から何か。 

（安倍議長） 今、官房長官から話があったように、民間の知恵を生かして活用して

いくというふうに、もう少し国民にもアピールした方がいいのではないかと思い

ます。 

 

○集中審議①：地方の改革 

（大田議員）  それでは、集中審議の第１回目、「地方の改革」についての議論に入り

ます。 

   まず、菅議員から御提案をお願いいたします。 

（菅議員） ２種類資料を提出させていただいております。まず、参考資料「魅力あ

る地方・自律する地方を創る地方分権改革について」について、各議員の皆さん

に是非このイメージを入れていただきたいと思います。改革の視点として、４つ

の柱があると思っております。 

   １つ目は「自由度の拡大」。今国会に、「地方分権改革推進法」を提出し、何と

しても成立させたいと思っております。地方の自由度を、この法律を成立させて

拡大したい。 
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２つ目は「自己責任の徹底」です。地方というのは、国が何とかしてくれると

いう甘えが今までありましたので、甘えを断ち切って地方団体にも責任を持って

もらう。市場化テスト、資産売却なども含めて地方行革を徹底してもらう。 

３つ目は「頑張る地方を応援」ということであります。地方は今元気がないと

言われております。行革や様々なことをしても、地方交付税等のインセンティブ

がないことに非常に問題がある。そういう中で、頑張る地方を応援しよう、その

プログラムを是非つくっておこうということ。 

そして４つ目は、「分権基盤の確立」であります。道州制担当大臣と連携をとり

ながら、道州制の導入に向けて国民的な議論を展開し、分権のための財政的基盤

も確保しようということ。 

   この４つのことをしっかり行いながら、「魅力ある地方、自律する地方」を目指

していきたいと思っております。そして「新地方分権一括法」の３年での制定を

目指して、その先に道州制があるというイメージで改革を進めていきたい。まず、

このことを是非最初に御理解をいただきたいと思います。 

   次に、資料「地方分権改革について」について説明をさせていただきます。今、

説明をしましたけれども、自由度を拡大して、やる気のある地方が自由に施策を

展開するためには、「地方分権改革推進法」を何としても今国会で成立させたいと

思っております。この法律が成立した後に、「新分権一括法」、前回の地方分権一

括法では475本の法改正を行いましたが、これは、総理の強力なリーダーシップの

下、内閣が一体となって行わないとできないと思っております。まず、「地方分権

改革推進法」を成立させ、３年で「新分権一括法」を何とか制定させたいと思っ

ています。 

今申し上げました「頑張る地方応援プログラム」の策定・推進は、総務省の中

に応援室を設置しまして、有識者や地方団体の方々から意見聴取をし、年内にプ

ログラムを作って平成19年度からスタートをさせたいと思っています。例えば企

業誘致などは、経済産業省は総務省よりも情報が早いということもありますので、

経済産業省とも連携しながら、この応援プログラムを推進していきたいと思って

います。 

   「交付税改革の推進」でありますが、これについても頑張る地方に、インセン

ティブが働かないところをなくして、とにかく行革や、頑張っているところに交

付税が行くような仕組みを作っていきたいと思っております。 

   新型交付税の導入については、地方交付税というのは、かねてから非常に分か

りにくい、不透明であるという意見が強い中で、人口と面積で交付税を算定すべ

きであり、新型交付税を平成19年度から導入していきたいと思っております。当

初は全体の１割程度からスタートしまして、分権一括法を制定した後は、約３分

の１程度をこの新型交付税で配分、という仕組みを考えています。 

    さらに、交付税の予見可能性の向上については、交付税が来年幾らもらえるか

分からない市町村長が非常に多いわけですから、その基準になるような推計方法

を作っていきたい、と思っています。不交付団体については、最終的には総人口
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の半分ぐらいと思っておりますが、当然税源移譲等が必要ですので、当面は「骨

太2006」にもありますように、人口20万以上の市の半分を目指します。これは総

人口の約40％でありますが、是非目指していきたいと思っています。 

    「地方分権を支える地方税の充実」は、国の仕事は４、地方の仕事は６に対し、

税は６：４とよく言われています。そういう中で地方税を重視させるために、目

標は、国と地方の税収比を少なくとも１対１ぐらいにはもっていきたい、と思っ

ています。 

「地方歳出の抑制と一般財源総額の確保」は、分権を進めるために財政的な基

盤を確保することも必要でありまして、地方税・交付税等の一般財源の総額を、

歳出を抑制しながらしっかり確保し、地方に安心感を与えたいと思っています。 

   「新たな再生制度の整備」は、今年、夕張市の財政赤字が発覚をし、来年４月

から再建団体になります。そこに至るまでの財政状況を透明化し、早期是正措置

がとれるような仕組みを是非２年以内に作りたいと思います。 

   次の「地方歳出改革」であります。まず人件費でありますけれども、国は5.7％

以上ということが決まっていまして、地方も5.7％以上の定員を純減したいと思っ

ています。 

   更に給与の見直しですけれども、従来は人口100人規模以上の企業を地方公務員

の給与の参考にしたのですが、現在は50人であります。更に地場の民間給与水準

を反映させる必要があるのではないか、ということも考えていきたいと思います。 

   投資的経費は、マイナス１％からマイナス３％の抑制をした場合に、昭和53年

度から55年度の水準までに抑制できると思っています。一般行政経費は、2006年

度と同程度の水準とされておりまして、自然体の伸びと比較して2.2兆円の抑制を

行っていきたいと思います。今後の経済成長や物価・賃金の上昇などを考慮する

と非常に厳しい目標でありますけれども、是非実現していきたいと思います。 

   社会保障費につきましては、国が1.1兆円、地方が0.5兆円、合わせて1.6兆円の

伸びの抑制を約束しておりますので、しっかりと行っていきたいと思っています。

こうした取組によって、地方財政の健全化をしっかり図っていきたいと考えてお

ります。 

   最後に、「国と地方のバランスのとれた財政再建」であります。これは、「頑張

る地方応援プログラム」を作ったのもその一つでありますが、格差を拡大させる

のではなくて、地方がお互いに競争して地方の活力を高めていく改革というのは、

ものすごく大事だと思います。総理も所信表明の中で、「地方の活力なくして、国

の活力なし」と表明されております。そのことを踏まえて、単なる地方交付税削

減ではなく、都市と地方の格差を拡大させない仕組みを是非つくっていきたいと

思います。 

   歳出削減につきましては、国と地方のバランスをとりながら、同一歩調で厳し

く取り組んでいきたいと思っております。 

   さらに、「『地方の頑張り』を地方財政の健全化につなげることで地方がやる気

を創出」であります。地方が頑張って財政収支が改善した場合に、やはり地方の
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財政健全化につながるような仕組みが必要であると思います。 

地方が今、非常に元気がない。地方と都市の格差が非常に拡大している。地方

に対していろいろな批判もあるわけでありますけれども、地方が元気になる仕組

みを考案していくのが総務省の役割であると思っています。ただ、これは私ども

だけでできるわけではなく、経済産業省や各省庁とも連携しながら、地方の自由

と責任と、自律のある地方自治というものを拡充できるように取り組んでいきた

い。 

   以上、御説明をさせていただきました。 

（大田議員）  それでは、民間議員から御提案をお願いいたします。 

（八代議員） 資料「抜本的な地方分権改革について」について御説明させていただ

きます。 

   菅大臣の方から御説明がありましたように、地方の本格的再生には、「自由と規

律」を基本として、自らの判断と財源で行政サービスや地域づくりに取り組める

仕組みに是正する必要がございます。そのために「新地方分権改革」を進め、独

立した地域経済圏を目指した道州制を実現する必要があります。 

具体的には、菅大臣がおっしゃいましたように、「地方分権改革推進法」に基づ

く強力な検討体制で「地方分権改革推進計画」を策定し、権限と責任を大胆に地

方に移譲する「新分権一括法」を速やかに制定する必要があろうかと思います。

あわせて、交付税改革、税目・税源配分の見直し、補助金改革、地方債改革を内

容とする地方財源改革を速やかに開始すべきである。また、地方においても、少

なくとも国と遜色ない水準の行革・歳出削減の努力、統治の向上を行う必要があ

ろうかと思います。 

   その中で特に重要なのは、以下の６点でございます。 

１番目は、国の規制や補助金の廃止・縮小とあわせて「自治事務の執行基準は

原則として条例で定める」という基本方針の下に、地方へ大幅に権限と責任を移

譲する「新分権一括法案」を３年以内に提出すべきである。これによって、国家

的・基幹的事業については、国の直轄化を更に徹底させ、他方で地域の生活に関

連する事業は地方に任せるという役割分担が必要だと思います。ただし、一括法

の制定には、各省の強い抵抗が予想されることから、この「地方分権改革推進法」

に基づく検討体制は、総理主導で是非省庁の既存権益を打破する布陣とする必要

があります。あわせて、このような「新分権一括法」を推進することによって、

日本の未来を決める道州制実現のための検討を加速する必要がございます。 

   ２番目には国の裁量を極力排し、人口と面積を基本として策定する新型交付税

を、平成19年度予算における交付税全体の１割から３年以内に交付税全体の３分

の１にまで拡大させることが必要です。 

それから、地方の自立を支援するため、交付税算定の際の留保財源率を、現行

は25％でございますが、これを引き上げることによって、地方の税収増加努力や

行革等による歳出削減努力が報われるような算定方法とすべきであります。先ほ

ど菅大臣がおっしゃいましたように、まさに地方がそういう税収増加努力を促す
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ようなインセンティブを高めるということであります。同時に、「頑張る地方応援

プログラム」というのは、非常に大事だと思います。これを透明性の高い配分基

準とする必要があると思います。 

   ３番目に、国と地方の税目・税源配分を大胆に見直し、地域間の税源偏在を是

正することが大事であり、それとともに、補助金・交付税等の削減額の一定割合

を地方に税源移譲することを前提として、現行の国と地方の税収比６：４を３年

以内に５：５となることを実現すべきであります。また、税源移譲や歳出削減を

通じて、人口20万人以上の自治体の半分を不交付団体とするという目標を、３年

以内に実現すべきであると考えます。 

   ４番目に、国との関係において、10年後までに地方債を完全に自由化し、地方

団体が自らの責任において地方債を発行することする。あわせて、資本市場にお

いて、各自治体の信用力に応じた発行が行われるように、諸制度を整備する必要

があります。同時に自治体の破綻に備えた新たな自治体再建法制を、２年以内に

整備する必要があります。 

これらの４項目は、言うまでもないことですが、道州制を視野に入れた抜本的

な分権改革への道筋を示したものでありますので、そのため、今回初めて数字と

期限を明記させております。 

   ５番目には、そういうことを実現するためにも、「基本方針2006」に従いまして、

平成19年度予算から歳出削減を徹底すべきであります。そのためには、以下の３

点が特に重要であります。１点目は、先ほど菅大臣もおっしゃいましたように、

人件費については国家公務員の定員削減（５年間で5.7％）以上の削減を目指すと

いうこと。２点目は、地方単独事業（投資的経費）については、３％の削減を是

非実現すべきということ。３点目は、所要の一般財源を確保しつつ、交付税総額

を抑制する必要があること。 

   ６番目に、「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」による

取り決めを更に進め、地方公務員数の削減及び給与の適正化、それから先ほど官

房長官からもお話がありましたが、単に不要資産を売却するのではなく、それを

民間に移すことによってより効率的に活用できるように、政府資産の有効利用を

図る市場化テストを地方自治体でも積極的に進めて、行革を徹底すべきであると

いうことでございます。 

   それから、「新分権一括法案」を３年以内に国会に提出するということを申し上

げましたが、これは決して、それまで何もしないということではなく、その間に

補助金改革、税源移譲などを積極的に進め、国の基準付けや補助金について順次

改革する、また、それらを対象とした、新型交付税の範囲を更に拡大する、など

ということが必要であると考えております。 

   以上でございます。 

（大田議員）  尾身議員からも資料が提出されております。 

（尾身議員） 国と地方の間でバランスのとれた財政改革を進める、あるいは地方財

政の改革を進めるため定員削減や給与の改革などを進めるという総務大臣や有識
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者議員のお考えには基本的には賛成であります。 

   資料１ページ目をご覧になっていただきたいのですが、国と地方の財政の状況

について、左側の表を見ていただきますと、地方の債務残高204兆円に対して国の

債務残高は605兆円となっておりまして、年間の税収との比較で見ますと、国は税

収の18倍、地方は税収の４倍という長期債務残高を抱えております。そういう意

味では、国と地方の関係でいいますと、全体として財政の状況は国の方が厳しい

のではないかということが一つの問題点であります。 

それから国と地方のプライマリーバランスについて、右側の図を見ていただき

ますと、国のプライマリーバランスは11兆円の赤字でありますが、地方は４兆円

の黒字であります。地方財政のプライマリーバランスは既に黒字になっている、

国はマイナスであるということで、国の財政が地方と比べて相対として極めて深

刻な状態になっている。 

   そういう中で、過去５年間に、バブルがはじけた後の地方の財源不足に対して、

国は50兆円の補てん措置を講じました。そういうことを考えると、この際、地方・

国ともにいろいろな改革をしていかなければなりませんが、そういうことも含め

て、国の財政が全体としては地方よりは厳しいということを是非御理解をいただ

きたいと思います。 

   資料２ページ目をご覧になっていただきたいのですが、そこで私が強調したい

もう一つ問題がございます。これはむしろ総務大臣の御関心事項かと思いますが、

地方と国の比較は今言ったとおりなのでありますが、これは地方の合計の数字で

あり、実は各県別、市町村別の財政状況は非常にばらつきがあります。一般財源

に対する債務残高の比率を見ると、数字が小さい方から沖縄県、栃木県、三重県、

神奈川県、群馬県という順になっておりまして、都道府県全体の平均では3.5倍の

債務残高がございますけれども、大きな債務を抱えている県では、この比率が４

倍ぐらいになっているということであります。市区で見ると、港区とか千代田区

など東京の方はほとんど借金がない。それに比べて、芦屋市や神戸市などは収入

の何倍もの借金があるということでございます。町村借金の残高についても自治

体によって格差がある。 

先ほど地方全体で債務残高は税収の４倍であると申し上げましたが、正確に言

うと、地方交付税の特別会計の借金があるため、それを入れて地方全体としてマ

クロを見ると、年間の一般財源収入の４倍の長期債務残高を抱えているのが地方

の状況だということであります。平均は４倍ですけれども、これだけの債務残高

の格差が県でも市町村でもあり、このような地域の格差というのが大変に問題で

あります。簡単に言うと、田舎の方が非常に財政状況が厳しい、都市部の方は財

政状況が非常に豊かであるということであります。 

そこで、２ページ目の下の東京都、愛知県や他の黒字市町村の財源超過額を見

ますと、東京都が約１兆4,000億円、愛知県が約200億円、黒字の市町村全体で約

3,000億円の黒字。黒字というのは基準財政収入額に対して基準財政需要額が低い、

つまりお金が余っているという意味でありますが、この黒字の合計が１兆7,000億
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円程度あります。他方、財源不足の団体は、秋田県、長崎県、鳥取県、高知県、

島根県などで、これらについては、交付税である程度カバーされているわけでご

ざいますけれども、このように各市町村、都道府県によって収入自体がものすご

く偏在しているということであります。 

資料３ページ目の図をご覧になっていただきたいのですが、主要な地方税の人

口１人当たり税収額の指数で見ますと、東京都が１人当たりで圧倒的に各税目が

高い。特に法人二税で見ますと、東京都が267に対して、一番低い青森が40という

ことで、７倍ぐらいの格差になっております。 

このグラフの中にある地方消費税は、消費税のうちの１％ですが、これは、実

は国の税務署で消費税をとって、その消費税を県に渡して、総務省である種の基

準で地方に分けています。したがって、総務省が分ける前後で清算前と清算後と

いうように見ていただきますと、例えば、清算前は東京が328であったのに対し、

総務省の調整後の結果では131になっています。つまり、地方消費税を地方公共団

体に分ける分け方は、総務省が調整をしておりますので、１人当たりの数字を平

均化するような形で分けているということになっております。 

   したがって、個人住民税＋固定資産税、法人二税と地方消費税（清算後）を全

部足して地方税全体で見ますと、それでも税収は東京が176に対して一番低い沖縄

が57と、約３分の１になっております。全国単位で見ると、地方公共団体の方が

国よりも財政は緩やかで国の方が厳しいのですが、個々の市町村をとってみると、

非常に厳しい財政状況の市町村がある。そして三位一体で３兆円の税源移譲をし

たことによって、どういうことが起こったかというと、所得税を減税して住民税

を増税しました。トータルの額としては３兆円でありますから、トータルの国民

負担は同じですが、住民税を増税した結果、東京は個人住民税を納める人も法人

住民税を納める会社も多いから、ものすごく税収が増えて、田舎の方の町村は、

納める人も納める企業も少ないということで、税収の方は激減してしまった。つ

まり、国から来る交付税の分と比べると、田舎の税収は激減してしまったという

ことが結果として起こっております。 

   そういう中で、地方分権という名の下に、今や5.5対4.5の地方と国の税源配分

を更に５対５にするような原案を有識者議員が出されておりますが、それをする

と、簡単に言うと東京と田舎の格差が税収面で広がって、赤字の地方公共団体が

増えてくる。地域の発展、国全体のバランスのとれた発展という点から見ると、

今のままのシステムで税源移譲するとなれば、地方間の格差の拡大になってしま

うという点を考えていただきたい。 

   例えば、地方消費税を清算前に全部国で一括して１％分徴収して、それを総務

省が配分した地方消費税の清算後の配分比率のようにならしたことにするメカニ

ズムを作らないと、税源移譲と言っても、法人二税のような傾斜がものすごくつ

き過ぎたような税源移譲をすると、更に余っている地方公共団体にお金がいって、

足りない地方公共団体がもっと深刻になる。その辺を十分考えた上でやっていた

だかないと、実は地方が元気が出ないということに更になってしまう。これはす
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ぐれて総務省の仕事だと思いますが、総務大臣はじめ、皆様にも是非御理解をい

ただいて、各市町村、都道府県がバランスのとれた財政収入の基盤をつくるとい

うことを考えていただかなければならないと考えております。そういう意味では、

地方分権も今申し上げた点を十分考慮した上でないと、机上で考えたことが現実

には反対になってしまうということになりかねませんので、経済財政諮問会議で

その辺も含めてよく御検討いただきたいと思います。 

（大田議員）  甘利議員からも資料が出ておりますが、その後自由討議に入りたいと

思います。 

（甘利議員） 資料「地方分権改革と地域経済の活性化」について御説明いたします。 

「基本的な考え方」は、地方分権改革により、地域の意志と責任に基づく地域

経営を実現することが、地域経済の活性化にとっては重要である。経済のグロー

バル化を踏まえて、地域間競争を促すとともに、自らの強みを生かし頑張る地域

を応援することが大切。それから、地域経済の活性化は、経済成長の土台であり、

地域間格差の是正にも不可欠であるということであります。 

   ５つの視点を掲げました。 

まず、「地域の努力が報われる制度へ」ということでございます。例えば、しっ

かりとしたビジョンに基づく企業誘致などの増収努力、あるいは不要となる校舎

の有効利用を伴う学校の統廃合などの増収努力やコスト削減努力について、地方

交付税の中でインセンティブをビルトインすることが大事ではないか。 

   ２点目、「インセンティブ付与」については、客観的な基準と透明なプロセスの

確保が大切。自治体の努力を促すインセンティブを措置する場合には、客観的な

基準、透明なプロセスを確保すべきであるということであります。 

   ３点目、「分権と規制改革を通じた新事業創出や市場拡大（公的サービスへの民

間活力導入、企業立地に係る規制緩和など）」でありますが、国及び地方を通じた

規制緩和を推進する。例えば、医療、福祉、介護といった自治体が担っている公

的サービスに民間活力を導入する。行政の一層の効率化と地域経済の活性化を図

るということであります。 

   ４点目、「道州制を視野に、広域的な地域経営の重視。都道府県から市町村への

一層の分権」であります。道州制への布石として、複数の市町村からなる経済・

社会的なまとまりをもった広域圏を単位として地域経営を展開することが重要で

ある。また、地方分権に当たりましては、自治体の提携を促す視点が重要。それ

から高等学校における専門科の設置認可の権限を都道府県から市町村に移して、

地域の企業が求める人材を育成するための教育プログラムの開発を容易にするこ

とも一つの例であるということであります。 

   ５点目、「産業政策と公共資本整備の連携、農業振興や観光部門と産業部門の連

携など、省庁の壁を越えた政策の相互連携」であります。前回も申し上げました

が、地域の特色を生かした産業集積を進めるとともに、その機能を十分に発揮す

るために必要となる道路、港湾等の社会資本整備を戦略的・効率的に行うことが

重要である。中小企業は所得の創出、雇用機会の提供の主体であり、地域経済の
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活力源であります。中小企業が行う産地の技術や農林水産品などの地域の強みを

生かした新商品開発等を支援する。その際には、農業振興や観光部門と産業部門

との連携など、省庁を越えた行政の相互連携を行うということが大事である。 

   それから経済産業省として検討中の施策例についてです。「（1）地域における企

業立地を促進するための支援」。企業のグローバル展開が進む中で、企業のニーズ

を的確に捉えて、迅速な企業立地を可能とする事業環境を整備することが重要で

ある。これは、地域における雇用の創出や地域間格差の是正にも貢献をする。こ

のため、自らの強みを生かして戦略的な企業立地を促進する地域を支援する仕組

みが大切である。 

   「（2）中小企業の地域資源を活用した事業展開の支援」であります。産地の技

術、農林水産品、伝統文化、歴史的な遺産、これら地域資源を活用した中小企業

の新事業展開を、関係省庁とも連携して、予算や金融措置で強力に支援をすると

いうことです。 

   なお、以上の地域活性化施策に関しては、菅総務大臣と連携・協力するために

話し合いを始めているところであります。 

（大田議員）  それでは、総務大臣。 

（菅議員） 尾身大臣のお話のあった、地方のプライマリーバランスが黒字になって

いるとのことですが、先進諸国でも、国と地方を比較すれば、国の財政の方が悪

いのが自然であります。国は経済財政とか金融、税収において様々な権限を持っ

ているのに対し、地方財政はそれぞれの団体の集合体でありますので、そのこと

は自然だというふうに思っています。本来であれば、地方財源の不足は、法律上、

交付税率の引き上げで対応すべきですが、お互いにこれだの債務を抱えています

から、国・地方合わせて歳出削減に努めながら、健全化の道を探るべきであると

思います。 

   法人二税の話がありましたが、まさにそのとおりでありまして、東京に税源が

集中しているということは事実であると思います。とはいえ、全体を見直す場合

には、税源移譲全体の設計の中できちんと議論して行わなくてはならない。特に、

地方消費税が、他の税と比較した場合、偏在が少ないので、これを中心に見直し

を行うということが一番良いと思っています。ちなみに、地方消費税を１％増収

させますと2.6兆円。その場合、東京に0.35兆円、他には2.25兆円という形で配分

されますので、非常に満遍なく配分されると思っています。総務省で配分してい

るという話でありますけれども、税の理屈上、最終消費が行われた地域に税収が

帰属されるためのものであって、理屈があって配分しているということも是非御

理解をいただきたいと思います。 

（大田議員）  それでは、八代議員、御手洗議員。 

（八代議員） 尾身大臣から重要な２点の御指摘がありました。特に、格差の問題は

非常に重要だと思いますが、２つの種類の格差を混ぜて議論すると非常におかし

くなると思います。 

１つは、地方税収と交付税の総額が変わらなければ、税源を移譲しても地域間
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格差が拡大することはないはずです。税収が増えた分だけ交付税が減るという形

になります。 

   他方、尾身大臣もおっしゃいましたように、問題は東京でありまして、不交付

団体の税収が拡大すると、それは取り上げることができないという問題がありま

す。これは「東京問題」として別途考える必要があるのではないかということで

す。菅大臣もおっしゃいましたように、法人事業税が非常に格差を生む原因にな

っておりますので、それを見直すことも大事だと思います。 

   それから、三位一体の税源移譲では、住民税の最高税率が13％から10％に下げ

られたわけですけれども、それによって一番大きな影響を受けたのは東京であり

ます。その意味では、税源移譲によって必ず地域間格差が拡大するわけではなく、

むしろその逆にもなり、それは税源移譲のやり方次第であります。その点につい

ては、尾身大臣も今後検討していくということでありますからいいかと思います。 

   何よりも大事なのは、せっかく地方が頑張って歳出削減や企業を誘致して税収

を増やしたときに、それを国が全部取り上げてしまうとインセンティブがなくな

ってしまいますので、補助金や交付税を削減した額の一定割合を税源移譲すると

いうことで、地方も国も共に財政再建に貢献できるという、そういう一種のウィ

ンウィンゲームという形で考えていく必要があるのではないかと思います。 

（大田議員）  御手洗議員、それから尾身議員。 

（御手洗議員） 菅議員から御説明がありました「新地方分権一括法」を３年間で制

定するというのは非常に良いことだと思いますし、是非そうしていただきたい。

また、尾身議員が言われたことや、八代議員からのインセンティブについての問

題提起も、まさにそのとおりだと思います。 

   ただ、現在のシステムを前提とした改革には、やはり限界があるだろうと思い

ます。「新地方分権一括法」を早く成立させ、今の問題点を解決することは良いこ

とですが、それと並行して、長期的な視点に立って基本的に直すシステムは、や

はり道州制だと思います。それには、例えば10年後の日本の「国の姿」はどうあ

るべきかという長期的な発想から、広域の地方経済圏を作るための道州制であっ

てほしい。そのためには、首相直轄の諮問会議のような組織で、各省庁を越えて、

道州制を強力に推進する体制を整えなければならない。また、肝心なことは、ま

ず、道州制を開始する目標の年限を掲げることである。例えば、10年後に道州制

をスタートすると宣言して、その実現へ向けた組織をつくるべきだ。今のように、

中央から47の都道府県に糸を引いてコントロールするシステムは、制度疲労を起

こしており、もはや機能しなくなっている。今のシステムでは、財政基盤の弱い

県は弱いまま、裕福な県は裕福なままというパターンから根本的には抜け切れな

い。財政的に強い県、弱い県があるが、それらが一つになって、広域な経済圏を

作ることによって、地方の自立を確立ができる。 

道州制によって、主に３つの点で地方の自立が進むだろう。まずは、現在、33

万人の公務員のうち、全体の３分の２にあたる22万人が地方にいるが、道州制に

なれば大胆な行政改革が実行できるだろう。次に、広域の経済圏にとって最も肝

 15



 
平成 18 年第 23 回 議事録 

 
心な産業の創生についても、大型の産学連携など地域経済の強い基盤が確保でき

る。また、こうした地域経済の基盤強化によって、道州債の発行など、地方自ら

自己資本を獲得する力がついてくる。繰り返しになるが、道州制について、総理

の直轄で、10年後の国の在り方という観点から考えるチームを作っていただきた

い。そして、明治以来続いており、既に制度疲労を起こしているこの中央集権制

度を止めて、「平成の国土大改革」「新たな廃藩置県」に是非踏み出してほしい。

そうしない限り、基本的には中央と地方の差はなくならないと思います。 

   以上です。 

（丹羽議員） １分だけ。 

（大田議員）  関連ですか。では、短く。 

（丹羽議員） 道州制について、私も全く御手洗議員と同じく、できるだけ早い実現

に向けて検討すべきだと思います。そのときに参考になるのは、欧州統合のとき

のプリンシプル・オブ・サブシディアリティというのがありまして、国が一括し

て管理した方が効率的な業務に国の仕事を限定するということで欧州統合を進め

てきたわけです。結局、国と道州の役割分担を明確に整理して見直しをしていく

ことが、道州制を検討するときに一番根本的なプリンシプルだと思うのです。是

非これを念頭に置いて、道州制の議論をもう少し加速させていく必要があると思

っています。 

（大田議員）  尾身議員、菅議員。 

（尾身議員） 先ほど八代議員が言われたように、企業誘致をして経済を活性化して

税収を増やそうと思うなら、税収が増えたら交付税が少なくなるというシステム

は、どうしても直さなければいけない。そうでなければ地方の元気が出ないと思

います。 

   それからもう一つは、不交付団体を増やすということについては、不交付団体

というのはアンタッチャブルな世界になるわけで、その団体に関しては格差是正

ができなくなるのですから、不交付団体を増やすと、お金が余っている幾つかの

団体には手が出ず、残りのお金の足らないところだけの面倒を国が見るというこ

とになる可能性があります。形はきれいなように見えて、実は大変に大きな歪み

をもたらすのではないかと私は思っておるものですから、その辺りは国のかたち

を作るときによく考えていかないといけないのではないかと思います。 

（大田議員）  菅大臣。 

（菅議員） 私も八代議員に全く同感で、交付税算定の留保財源率を上げてしまいま

すと意外なことが起きまして、財政力が強いところがより強くなってしまうわけ

です。不交付団体が減少してしまうおそれがあるのです。一方で、企業誘致の努

力をしたところにインセンティブを与えたい。そういう中で何らかの基準を作ら

なければ、一律にやってしまうと非常に変な結果になってしまいますので、これ

は経済産業省などとも相談させていただいて、何らかの立法のような形で作らな

いと逆におかしくなるという計算が出ましたので、申し上げました。 

（八代議員） 尾身議員の言われる点は、逆に言うと、現在のように不交付団体がほ
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とんど東京都や名古屋だけの状態の方が望ましいということになるのでしょうか。

ある程度の数の不交付団体がないと、やはり活力というのは生まれないわけで、

再分配に余りにも偏ると今度は活力が削がれてくる。だから、そこは適度なバラ

ンスの問題だと思っております。 

（大田議員）  甘利議員は今の関連ですか。それとも別の観点ですか。 

（甘利議員） さっきの丹羽議員の発言に関連して。 

（大田議員）  それでは福井議員の次にお願いします。 

（福井議員） 別の論点ですが、民間議員ペーパーの２ページの４．で、地方債の完

全自由化を提案しておられる。これは非常に重要なポイントだと思っています。

重点改革分野の対象になっています「地方の改革」のいわば最終ゴールのような

ところに位置づけられると思います。 

   地方債が完全自由化されるということは、別の言い方をすると、地方債を発行

する自治体の信用度を市場が評価できるようになるということであります。現状

では、国の信用と地方自治体の信用は渾然一体となっていて、自治体の信用その

ものを市場が評価できない状態になっていると思います。ペーパーにありますと

おり、地方への権限及び財源の移譲が進めば、それぞれの地方自治体を、市場か

ら見てある程度自己完結的な財務主体として捉えるようになる。そういうことで、

最終的なゴールに結びついていくと思います。 

   別途提案されている、総務大臣の早期是正措置を含む自治体の再建法制といっ

た制度も、やはり自治体の信用度を、市場あるいはもっと広く多くの人が見て確

認できる状況になって初めて円滑にワークする。それに至る過程では、かなり難

しい問題が生じる可能性もあると思いますが、こういった制度を早くから用意す

ることが大事。市場その他の目から見て、自治体の信用度が評価できるようにな

れば、地方債というものが円滑に市場の中で流通し、再建法制なるものが円滑に

運営されるようになる。これは地方改革の進展度合いを明確に測ることができる

バロメーターになる。このバロメーターが早く動くようにしていけば、タイムス

ケジュールどおり改革が進んでいるかを客観的に評価できると思います。 

（伊藤議員） ちょっと関連なのですが。 

（大田議員）  簡単にお話しください。 

（伊藤議員） 今、総裁がおっしゃられたことは非常に重要な点でありまして、関連

して２点申し上げたいと思います。１つは、民間議員ペーパーに「各自治体の信

用力に応じた発行が行われるよう、諸制度を整備する」と書いてありますが、地

方債が万が一リスケになるとか、債務不履行になるといったようなことがあった

時にどうするかということも書き込んでおくことが必要であります。もう１つは、

そういった整備によって貸し手が気をつけて貸すようになれば、先ほど早期是正

措置という話がありましたけれども、それを事実上貸し手が実行することになる

ので、マーケットが早期是正措置を事実上行ってしまうということで、これは非

常に重要な点であると思います。 

（菅議員） 関連して。 
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（大田議員）  今日は時間が限られていますので簡単に。 

（菅議員） 地方債の現状ですけれども、18年度から許可制から協議制に移行し、ま

た発行の統一条件交渉の廃止もしています。問題が一つありまして、国の直轄事

業負担金や国庫補助負担金について義務的に実施されている地方債がありますの

で、この辺りをきちんと整理しないとできないのと思います。 

（大田議員）  甘利議員、官房長官でお願いします。 

（甘利議員） 先ほど丹羽議員から、国と地方の役割分担に関して、ＥＵの例を引き

ながら、国が一括管理した方が効率がいいものとそれ以外のものという仕分けの

哲学が必要だとの話がありました。これはとても大事だと思いまして、ここのと

ころはきちんとやっておかないと、国と地方との役割分担については財政上の損

得勘定が必ず入ってきます。三位一体改革をやった時も、子どもの施策を引き取

ると数が減るから財政的に余裕が将来出てくる、お年寄りの施策を引き受けると

将来増えていくから財政が圧迫すると。そういう視点での綱引きがあったやに仄

聞しておりますので、最初に、どういう考え方でどういう仕切りに従うかをきち

んと国・地方で合意をした上で仕分けをしていかないと、後でいろいろな思惑が

絡んできて、混乱すると思います。 

（大田議員）  では、官房長官。 

（塩崎議員） 甘利議員や八代議員、尾身議員も含めていろいろな指摘があったので

すが、税源移譲と交付税のやり繰りのゼロサムゲームみたいなお話を言っている

のですが、基本的には、今の産業構造といったものを前提にしているとそういう

ことになるのだろうと思います。甘利議員から、明示的に企業立地の問題、中小

企業の活用の問題の御提言が出ておりますけれども、今日は「地方」という言葉

を何度も使いましたが、そのときに「地方」というのはどこを指しているのかと

いうと、やはりそれは民間であって、そしてまた、それは働いている人たちと活

動している企業だと思います。税金は、活動している企業とそこで働いている住

民の所得から基本的には消費税を含めて出てくるわけであります。そうなると、

今日の民間議員ペーパーの７大重点改革分野の中の５.ⅲ.に「民間主導の地方再

生」という言葉がありますが、これは総理の総裁選のときの公約にも入っており

ましたけれども、地方が元気だということは、やはり民間が元気だということで

あって、県庁が元気であっても税収にも何もならないわけです。ですから、結局、

少し時間はかかりますけれども、これを変えなければ道州制もやっていけない。 

   例えば、私などは四国ですが、四国で今道州制をやったらどうなるだろうかと

考えると、やはり所得を生み出す力が十分でなければ、所得再分配の機能に頼ら

ざるを得なくなるので、結局、交付団体のままでずっと大きなブロックができる

だけになります。したがって、「民間主導の地方再生」という点について、少し長

期的な考えをしっかり議論しなければならないと思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。ほぼ時間になりましたので、ここで簡単に

とりまとめをさせていただきます。 

   菅大臣、民間議員から比較的同じ方向の提言がなされました。「新分権一括法」
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を３年で制定するということ、それから新型交付税を拡大させていくということ、

それから自治体再建制度を２年以内にとりまとめるということ、これらについて

概ね合意ができたように思います。 

税源移譲を進めて税収比を５：５にするということに対しては、地域間の格差

拡大にならないように、併せて仕組みを検討しなければならないという御指摘が

ありました。この方法については今後の議論が必要です。 

   留保財源も含めた、頑張る地域が報われるというインセンティブの仕組みにつ

いては、それが格差拡大につながってしまうというジレンマがありますので、引

き続きの議論が必要だと思います。 

   また、地方債を自由化するに当たっては様々な制度整備をしていくことが必要

という御意見が出ました。 

   長期的な仕組みのあり方について、道州制を更に加速させて議論するというこ

とは概ね合意があったと思います。 

   それから、「民間主導の地域再生」の仕組みをつくっていくということの重要性

についても御指摘がありました。 

   今日は目標、達成年限も含めて深い議論がありました。今日合意できたところ

を踏まえて、次回の議論につなげていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

   では、総理から。 

（安倍議長） 今日は、重点改革分野と、第１回目の集中審議として「地方の改革」

について御審議を頂きました。今後のスケジュールについては、11月末を目途に

「平成19年度の予算編成の基本方針」をまとめ、来年の１月を目途に「新たな中

期方針」を策定していくということでありまして、今後、関係大臣を交えて審議

を深めていただきたいと思います。 

   今日、「地方の改革」について御議論を頂きました。やはり、地方分権を進めて

いかなければ、地方の行革も、そしてまた地方の活性化もできないと思います。

その中で重要な御指摘がありましたが、やはり、国と地方がやること仕分けをし

っかりとしていく。どういうわけか皆仕事が好きで、権限をとりたがるというこ

とです。 

「地方分権改革推進法案」を、これをまず速やかに成立をさせたい。その上で、

「地方分権改革推進計画」を策定していただきたいと思います。そして、更に、

今日皆さんからお話が出ておりますが、「新分権一括法」を３年以内に提出するこ

ととしたいと思います。 

   そして今日は道州制について皆様から御議論が出たのですが、道州制について

しっかりとしたビジョンを示していくということについては、私が既に国民の皆

様にある意味で公約していることでございますので、着実に進めていきたいと、

このように思います。同時に、今申し上げました「新分権一括法」を３年で進め

ていくということは、並行してやっていく。道州制を進めていく上においても、

この「新分権一括法」は大切なのだろうと思います。道州制が進まないからこち

らは進めない、ということになってはならない。道州制のためにも、この３年で
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「新分権一括法」は達成しなければいけないと思います。また、道州制と言って

も、どういう地域か、どれぐらいの権限になるかということがまだ漠然としてい

るので、これをしっかりとした一つの方向としてまとめていくことが大切なのだ

ろうと思います。それを示していくことによって、地域にとっても新しい目標も

出てくるでしょうし、経済圏、生活圏として、それを念頭にインフラ整備をする

ことも将来は考えていくことになるでしょう。官房長官が言われましたけれども、

民間企業にとっても、道州制ということであればこういう可能性が出てくるとい

う考えも段々出てくるのではないかと思います。 

   地方財源改革については、交付税の改革、税目・税源配分の見直し、補助金の

改革、地方債の改革、そのすべての検討を行う必要があると思います。「新たな中

期方針」においては、これらの改革の道筋を明確化していただきたいと思います。

また、地方の行革においては、歳出の合理化が重要でございますので、平成19年

度から「骨太2006」に従って、地方単独事業など歳出削減を徹底する必要がある

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。 

 

（以 上） 


