
平成 18 年第 23 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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）

（概要） 

○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人の連名で作成した資料について説明する。 

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
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る。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する。 

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る。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。ここで掲げ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。その際、複数年度

で予算を管理する仕組みや、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。 

では、重点改革分野について順次説明する。 

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

再分類している。 

まず最初は、「グローバル化改革」。これはオープンをてこにし、国内改革にも取

り組む。「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）について検討する。「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。「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の推進。「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

について検討する。 

２つ目は「労働市場改革」。「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する。

「ⅱ」では、教育の質の向上等による人財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する。「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する。 

３つ目は「生産性改革」。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する。「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性向上について。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。しかも日本のＧＤＰでサービス産業の割合は７割以上。この生産性を

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する。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。また、

製造業、中小企業等における生産性向上についても、「ⅱ」で検討する。「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。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、ＩＴの活用強化について検討する。 

４つ目は「税制改革」。「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する。「ⅱ」では、「離陸期間」における税制の抜本的改革

について検討する。 

５つ目は「地方分権改革」。「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する。「ⅱ」では、地

方財政の改革の方向性を、「ⅲ」では、民間主導の地方再生に向けた取組支援策を

検討する。 

６つ目は「社会保障改革」。「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する。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

も大きいと思っている。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。「ⅲ」では、社会保障給付の更なる重点化・効率化を検討す

る。「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
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庁改革のあり方などについて検討する。 

７つ目は「政府改革」。「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する。「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する。「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する。「ⅳ」では、公共投資の質・

量、両面における見直しが課題である。「ⅴ」では、大学なども含む独立行政法人

改革の加速、「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

いく。 

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。 

なお、上記の改革の大前提には、適切なマクロ経済運営がある。これは随時議題

に掲げて検討していく。 

規制改革については、全分野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する。 

また、必要に応じて諮問会議の下に専門調査会を設置する。 

（甘利議員） 資料「今後の成長戦略の進め方について」を説明する。 

「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する。 

前回も申し上げたが、誤解の無いように言うと、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る。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、歳出・歳入一体改革が瓦解してしまうということを強調しておきたい。

「議論の進め方」だが、今後、「創造と成長」への課題が集中審議される中で、

成長戦略も十分議論して、改革の方向性を「改革と展望」の中で示すことが重要。

「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。 

「優先的に議論すべき課題」だが、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。 

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

ハリの効いた構造改革型予算とすべきと考える。 

（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している。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

の関係にある。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。 

（丹羽議員） 経済成長、いろんな改革をするために議論が出ているが、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
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ためだけに言っているということではないということ。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申し上げた

い。 

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。技術の国際競争力優位は経済成長のエンジ

ンであり、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。その点はこれからも精査して、いろい

ろ提言したい。 

（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。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、それを 19 年度の予算編成で守ることをきちんと確認することが大変大事であ

る。 

もう一つ、国際競争力という点は、丹羽議員の言われたとおりであり、経済の活

性化と財政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

き、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いく。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。 

（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が、その優先順位は、どの

時点でどのような感じで提示されるのか。 

（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

いけない。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

むことになっているので、まず、来年度予算にかかわるもの、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。

ここに各項目で幾つかあるが、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いる。 

（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いる。重要

であるが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

員が言われたように、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。 

（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。 

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」とある。現在、専門調査会が作られており、既に夏に提言を頂いてい

る。これについては、「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、この方針に沿って早急に準備を進めたい。追って御提案

する。 

（塩崎議員） その点について、今まで政府資産というのは、売却や証券化などという

ところで止まっている気がする。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、縮小均衡的な発想だけではなく、まさにイノバティブな発想で政府の資
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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

らどうかと思う。 

（丹羽議員） それは大変重要なことだ。 

（安倍議長） 塩崎議員からあったように、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。 

○集中審議①：地方の改革

（大田議員） 集中審議の第１回目、「地方の改革」についての議論に入る。 

（菅議員） ２種類資料を提出している。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」、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。 

改革の視点として、４つの柱がある。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。地方の自由度を、この法

律を成立させて拡大したい。２つ目は「自己責任の徹底」。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はあったので、甘えを断ち切り地方にも責任

を持ってもらう。市場化テスト、資産売却なども含め、地方行革を徹底してもらう。

３つ目は「頑張る地方を応援」。地方は今元気がないと言われている。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。

その中で、頑張る地方を応援しよう、そのプログラムを是非作ろうということ。４

つ目は「分権基盤の確立」。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。そして「新地方分権一括法」の３年での制定を目指し、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

いただきたい。 

次に、資料「地方分権改革について」について。今説明したが、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、「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。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 本の法改正を行ったが、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いる。まず「地方

分改革推進法案」を成立させ、３年で「新分権一括法」を何とか制定させたい。 

「「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 年度からスタートさせたい。例えば企業誘致などは、経済産業省は総務省よりも

非常に情報が早いこともあるので、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。 

「交付税改革の推進」は、これも頑張る地方に、インセンティブが働かないとい

うところをなくし、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。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。当

初は全体の１割程度からスタートし、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る。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

わけだが、その基準になるような推計方法を作っていきたい。不交付団体について
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は、最終的には総人口の半分ぐらいと思うが、当然税源移譲等が必要なので、当面

は「骨太 2006」にもあるように、人口 20 万以上の市の半分を目指す。これは総人

口の約 40％であるが、是非目指していきたい。 

「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とよく言われる。その中で地方税を重視させるため、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。 

「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、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。 

「新たな再生制度の整備」は、今年、夕張市の財政赤字が発覚し、来年４月から

再建団体になる。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。 

   次の「地方歳出改革」について。まず人件費だが、国は 5.7 ％以上ということが

決まっており、地方も 5.7 ％以上の定員を純減したいと思っている。更に給与の見

直しは、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が、現

在は50人である。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。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る。

一般行政経費は、2006 年度と同程度の水準とされており、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。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だが、是非実現していきたい。社会保障関係費については、

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いるの

で、しっかりと行っていきたい。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。 

最後に、「国と地方のバランスのとれた財政再建」である。「頑張る地方応援プロ

グラム」を作ったのもその一つであるが、格差を拡大させるのではなく、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、ものすごく大事である。

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」と表明されている。

これを踏まえ、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。歳出削減については、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。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のやる気を創出」である。地方が頑張って財政

収支が改善した場合に、やはり地方の財政健全化につながるような仕組みが必要で

ある。 

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が、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。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。 

（八代議員） 資料「抜本的な地方分権改革について」について御説明する。 

菅議員から御説明があったように、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

正する必要がある。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る。 

具体的には、菅議員が言われたように、「地方分権改革推進法」に基づく強力な
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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る。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る。 

特に重要なのは、以下の６点である。 

１番目。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う。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る。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べきである。 

２番目。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ある。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％だが、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

きである。先ほど菅議員が言われたように、まさに地方にそういう税収増加努力を

促すようなインセンティブを高めるということ。同時に、「頑張る地方応援プログ

ラム」は非常に大事であり、透明性の高い配分基準とする必要があると思う。 

３番目。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。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。 

４番目。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にする。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る。

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

ある。 

これらの４項目は、言うまでもないことだが、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なので、そのため、今回初めて数字と期限を明記して

いる。 

５番目。そういうことを実現するためにも、「基本方針 2006」に従って、19 年度

予算から歳出削減を徹底すべきである。そのためには、以下の３点が特に重要であ

る。１点目は、先ほど菅議員も言われたように、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。「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、それから先ほど塩崎議
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員からも話があったが、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。 

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いる。 

（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菅議員や有識者議

員の考えには、基本的には賛成である。 

資料１ページ目。国と地方の財政の状況について、左側の表を見ていただくと、

地方の債務残高 204 兆円程度に対して国の債務残高は 605 兆円程度となっており、

年間の税収との比較で見ると、国は税収の 18 倍、地方は税収の４倍という長期債

務残高を抱えている。そういう意味では、国と地方の関係でいうと、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１つの問題点である。 

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くと、

国のプライマリーバランスは 11 兆円の赤字だが、地方は４兆円の黒字である。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的に極めて深刻な状態になっている。 

そういう中で、過去 10 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らないが、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いただきたい。 

資料２ページ目。そこで私が強調したいもう１つの問題がある。これはむしろ菅

議員の御関心事項かと思うが、地方と国の比較は今言ったとおりだが、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る。

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、都道府県全体の平均では 3.5 倍

の債務残高があるが、大きな債務残高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。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。町村の債務

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で見

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

いうことである。平均は４倍だが、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る。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

とだ。 

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る

と、東京都は約１兆4,000億円、愛知県は約200億円、黒字の市町村全体では約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だが、この黒字の合計が１兆 7,000 億円程度ある。

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
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らについては、交付税である程度カバーされているわけだが、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る。 

３ページ目。主要な地方税の人口１人当たり税収額の指数で見ると、東京都が１

人当たりで圧倒的に各税目が高い。特に法人二税で見ると、東京都が 267 に対して、

一番低い青森県が 40 ということで、７倍ぐらいの格差になっている。 

このグラフの中にある地方消費税は消費税のうちの１％だが、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、総務省がある種の基準で地方

に分けている。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

ていただくと、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になっている。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、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

いうことになっている。 

したがって、個人住民税＋固定資産税、法人二税、地方消費税（清算後）を全部

足して地方税全体で見ると、それでも税収は東京が 176 に対して一番低い沖縄県が

57 と、約３分の１になっている。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。そして三位一体の改革で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た。

トータルの額としては３兆円だから、トータルの国民負担は同じだが、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ため、

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いる。 

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いるが、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。これはすぐれて総

務省の仕事だと思うが、菅議員はじめ、皆様にも是非御理解をいただき、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。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

かねないので、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。 

（甘利議員） 資料「地方分権改革と地域経済の活性化」について御説明する。 

「基本的考え方」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、自らの強みを活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
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差の是正にも不可欠である。 

５つの視点を掲げた。 

まず、「地域の努力が報われる制度へ」。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、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。 

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）」だが、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

である。 

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」。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

方分権に当たっては、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。 

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」である。前回も申し上げたが、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、地域経済の活力源である。中

小企業が行う産地の技術や農林水産品など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。 

「（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」。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する。 

なお、以上の地域活性化施策に関しては、菅議員と連携・協力するために話し合

いを始めているところである。 

（菅議員） 尾身議員から話があった、地方のプライマリーバランスが黒字になってい

るとのことだが、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

自然である。国は経済財政や金融、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るため、そのことは自然だと思っている。

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だが、

お互いにこれだけの債務を抱えているので、国・地方合わせて歳出削減に努めなが
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ら、健全化の道を探るべきである。 

法人二税の話があったが、まさにそのとおりであり、東京に税源が集中している

のは事実である。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のが一番良いと思う。ちなみに、

地方消費税を１％増収させると 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るので、非常に満遍なく配分されると思う。総務省で配分

しているという話であるが、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。理屈があって配分していることも是非御理解いただきたい。 

（八代議員） 尾身議員から重要な２点の御指摘があった。特に、格差の問題は非常に

重要だが、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。 

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格

差が拡大することはないはず。税収が増えた分だけ交付税が減るという形になる。

他方、尾身議員が言われるように、問題は東京であり、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。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。菅議員も言われたように、法人事業税が非常に格差を

生む原因になっているので、それを見直すことも大事である。 

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

られたが、それによって一番大きな影響を受けたのは東京である。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、

税源移譲のやり方次第である。この点について、尾身議員も今後検討していくとい

うことなのでいいかと思う。 

何より大事なのは、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

やしても、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う

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ことで、地方も国も

共に財政再建に貢献できる、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。 

（御手洗議員） 菅議員から御説明のあった、「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であり、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

とおりだと思う。 

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。「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だが、それ

と並行して、長期的な視点に立って基本から直すシステムは、やはり道州制である。

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、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

へ向けた組織を作るべきだ。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、広域の経済圏を作ることによって、地方の自立を確立できる。 

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
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万人の国家公務員のうち、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、基本的に中央と地方の格差は

なくならない。 

（丹羽議員） 道州制について、私も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う。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ものであり、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。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。是非これを念頭に置き、道州制の議論をもう少し加

速させていく必要がある。 

（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、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ならない。そうでなければ地方の元気が出ないと思う。 

もう一つ、不交付団体を増やすことについてだが、不交付団体というのはアンタ

ッチャブルであり、その団体に関しては格差是正ができなくなるのだから、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る。形はきれいなよ

うに見えて、実は大変大きな歪みをもたらすと思うので、その辺りは国のかたちを

作るときによく考えなければならないのではないか。 

（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うと意

外なことが起きて、財政力が強いところがより強くなってしまう。不交付団体が減

少してしまうおそれがある。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、一律にやると非常に変

な結果になってしまうので、これは経済産業省などとも相談していきたい。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たので、申し上げ

る。 

（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と

んど東京都や名古屋だけという状態の方が望ましいということか。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う。

（福井議員） 別の論点だが、民間議員ペーパーの２ページの４.で、地方債の完全自

由化を提案されている。これは非常に重要なポイントだと思う。重点改革分野の対

象になっている「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

ると思う。 

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る。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

が評価しにくい状態になっていると思う。ペーパーにあるとおり、地方への権限及
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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られるようになる。そういうことで、最終的なゴールに結

びついていくと思う。 

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うが、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う。 

（伊藤議員） 福井議員が言われたことは非常に重要な点であり、関連して２点申し上

げたい。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」と書いてあるが、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う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る。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ったが、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う。 

（菅議員） 地方債の現状だが、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る。問題が一つあり、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発行されている地方債があるので、この辺りをきちんと整理

しないとできないと思う。 

（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った。これはとても大事であり、これを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くる。三位

一体改革の時も、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いるので、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う。 

（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話で、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。 

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提言が出てい

るが、今日は「地方」という言葉を何度も使ったけれども、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、

働いている人たちと活動している企業だと思う。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消費税を含めて出てくるわけである。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５.ⅲ.に「民間主導の地方再生」とい

う言葉があるが、これは総理の総裁選の公約にも入っていたけれども、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り、県庁が元気であっても税

収にも何もならない。だから、少し時間はかかるが、これを変えなければ道州制も
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やっていけない。 

例えば、四国で今道州制をやったらどうなるかと考えると、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る。 

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う。 

（大田議員）とりまとめをする。 

菅議員、民間議員から比較的同じ方向の提言がなされた。「新分権一括法」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について、概ね合意がで

きたと思う。 

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っ

た。この方法については今後の議論が必要である。 

留保財源率も含めた、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るので、引き続き

の議論が必要だと思う。 

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

いう御意見が出た。 

長期的な仕組みの在り方について、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う。 

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った。 

今日は目標、達成年限も含めて深い議論があった。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。 

（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

ついて御審議を頂いた。今後のスケジュールは、11 月末を目途に「平成 19 年度予

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」を策定する

ということであり、今後、関係大臣を交えて審議を深めていただきたい。 

「地方の改革」について御議論を頂いた。やはり、地方分権を進めていかなけれ

ば、地方の行革も、また地方の活性化もできないと思う。その中で重要な御指摘が

あったが、やはり、国と地方がやることの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。 

「地方分権改革推進法案」を、まず速やかに成立させたい。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。更に、今日皆さんからお話が出ている

が、「新分権一括法」を３年以内に提出することとしたい。 

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は、私が既に国

民の皆様にある意味で公約していることなので、着実に進めていきたい。同時に、

今申し上げた「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で、この「新分権一括法」は大切だと思う。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「新分権一括法」は達成しなければいけない。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。それを

示すことにより、地域にとっても新しい目標も出てくるだろうし、経済圏、生活圏
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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だろ

う。塩崎議員が言われたが、民間企業にとっても、道州制であればこういう可能性

があるという考えも段々出てくるのではないか。 

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。「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。また、地方の行革では歳

出の合理化が重要であり、平成 19 年度予算から、「骨太 2006」に従い、地方単独事

業など歳出削減を徹底する必要があるので、よろしくお願いする。 

      （以 上）
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