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（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 11 月 24 日(金) 17:34～19:20 

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 

臨時議員    佐 田  玄一郎   地域活性化担当大臣 

 

    根 本     匠     内閣総理大臣補佐官(経済財政担当) 

                本 間   正 明   税制調査会会長 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）平成 19 年度予算編成の基本方針（案）について 

（２）集中審議④：税制について 

（３）アジア・ゲートウェイ構想について 

（４）地域活性化について 

（５）その他 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 平成 19 年度予算編成の基本方針（案） 

○ 平成 19 年度予算に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 平成 19 年度予算の編成等に関する建議のポイント（尾身議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 26 回）
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○ 本間税制調査会会長提出資料 

○ 税制改革の議論について（有識者議員提出資料） 

○ 税制改革について（甘利議員提出資料） 

○ アジア・ゲートウェイ構想について（根本内閣総理大臣補佐官提出資料） 

○ 地域活性化策に関する政府の取組について（佐田臨時議員提出資料） 

○ 頑張る地方応援プログラムについて（菅議員提出資料） 

○ 民間主導による自立的な地域経済構造の実現に向けて（甘利議員提出資料） 

○ 資産債務等専門調査会の改組について（内閣府） 

 

（配付資料） 

○ 平成 19 年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会） 

○ 地域活性化策に関する政府の取組について（参考資料）（佐田臨時議員提出資料） 

○ 頑張る地方応援プログラムについて（参考資料）（菅議員提出資料） 

 

 

(本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから今年26回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（プレス退室） 

 

○平成19年度予算編成の基本方針（案）について 

（大田議員）  本日の議題ですが、お手元の資料の２枚目に議事進行予定表が入って

ございます。この４つの議題について御審議いただきます。恐縮ですけれども、

討論の時間をなるべく長くとりたいと思いますので、冒頭の御説明は５分程度で

お願いしたいと思います。 

 初に、平成19年度予算編成の基本方針について、今日は原案を御審議いただ

きます。内閣府の担当統括官から御説明いたします。 

（藤岡内閣府政策統括官） お手元の資料、「平成19年度予算編成の基本方針（案）」

について御説明申し上げます。 

 ３章立てとなってございます。 

 第Ⅰ章「新成長経済に向けた改革の加速・深化」におきましては、新成長経済

についての基本的考え方をまとめております。「１ 新成長経済に向けて」は、我

が国経済の現状と見通しを踏まえまして、成長力強化として、新たなレジームの

創造により日本経済の成長ステージを引き上げ、潜在成長力を高めるために改革

に大胆に取り組むとしてございます。併せて、地域経済の活性化と再チャレンジ

支援を推進するとしております。 

 次に２ページ。「２．車の両輪としての行財政改革」といたしまして、財政健全

化に向け、歳出・歳入一体改革に正面から取り組み、平成19年度予算を責任ある

新たな第一歩とすること、自然増収を安易に歳出に結びつけないようにすること。
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また、次に、改革の加速・深化といたしまして、抜本的な行政改革を強力に推進

することや、道州制の実現のための検討を加速することを記述いたしております。 

 第Ⅱ章でございます、「平成19年度における財政健全化への基本的考え方」にお

きましては、平成19年度予算の基本的な考え方として、まず、歳出改革の強化に

ついて、歳出改革路線を強化することとし、一般歳出等を厳しく抑制し、新規国

債発行額について前年度の水準を下回るようにできる限り縮減すること、などと

してございます。 

 ３ページでございますが、各分野におきます歳出改革といたしまして、第１に

社会保障では、雇用保険制度について、雇用保険三事業の抜本的な見直しを行う

ことなど。第２に公共投資では、我が国の成長力強化などの観点から事業のメリ

ハリ付けの実施など。第３の地方財政におきましては、人件費、投資的経費、一

般行政経費の各分野にわたる歳出を、国の取組と歩調を合わせて厳しく抑制する

ことといたしております。併せて「新分権一括法案（仮称）」の検討、「頑張る地

方応援プログラム」の実施、簡素な新しい交付税の算定方式の導入、新たな再生

制度の整備などを行うこととしております。 

 ５ページでございます。税制改革では、平成19年度を目途に税体系の抜本的改

革を実現させるべく取り組むこと。平成19年度改正において、経済の成長基盤の

整備に向けて税制を見直すこと等を検討などについて記述しております。 

 更に、予算制度改革におきましては、いわゆるＰＤＣＡサイクルの定着に加え

まして、複数年度にわたる歳出をチェック・フォローする観点に立って、諮問会

議での政策決定プロセスを強化するとしております。 

 ５ページでございますが、第Ⅲ章「『創造と成長』に向けた予算の重点化・効率

化」でございます。持続的な「創造と成長」実現に向けての各分野の具体的な取

組を、「骨太2006」の内容にも沿いながら、「１ 活力に満ちたオープンな経済社

会の構築」及び「２ 健全で安心できる社会の実現」としてまとめてございます。 

 ６ページでございますけれども、「１ 活力に満ちたオープンな経済社会の構

築」の「（１）成長力強化」におきましては、「経済成長戦略大綱」の下、メリハ

リの効いた配分による成長力の強化、日本がアジアと世界の架け橋となる「アジ

ア・ゲートウェイ構想」を推進することをうたっております。 

 国際競争力の強化といたしまして、「第３期科学技術基本計画」などを踏まえた

施策、「イノベーション25」の策定、ハード・ソフトの物流インフラの整備、「21

世紀新農政2006」、観光立国等について記述いたしてございます。また、経済連携

協定の取り組みの加速、世界への情報発信力の強化、資源・エネルギー政策の戦

略的展開などについて記してございます。 

 ７ページでございます。ＩＴとサービス産業の革新、地域活性化、中小企業支

援、「人財立国」の実現がそれぞれまとめられております。地域活性化におきまし

ては、地域の知恵を活かすことや、担い手・人づくりの推進、有形無形の資産を

活かすこと等、地域の自立的発展などに向けての施策を充実・強化することして

おります。 
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 ７ページの一番下でございますが、「（２）再チャレンジ支援」におきましては、

チャンスにあふれた、誰でも再チャレンジが可能な社会の実現のため、いわゆる

フリーターやニート、パート労働者等への対応を長期デフレ等による就職難等か

らの対応として、また、子育て、心身の障害等の人々への対応を機会の均等化と

いたしまして、高齢者、団塊の世代への対応を複線型社会への実現として、それ

ぞれまとめられております。 

 ８ページ以降、「２ 健全で安心できる社会の実現」におきましては、分かりや

すく親切で信頼できる社会保障制度の構築、「子育てフレンドリーな社会」の構築、

生活におけるリスクへの対処、豊かな生活に向けた環境整備について、「骨太2006」

をも踏まえた平成19年度予算の重点項目についてまとめております。「ねんきん定

期便」の前倒し実施や「新健康フロンティア戦略」の策定をはじめ、少子化対策、

防災、治安、消費者保護、環境等における幅広い内容が含まれております。 

 恐縮でございますが、時間の制約もございますので、詳細は省かせていただき

ます。以上でございます。 

（大田議員）  それでは、有識者議員から、八代議員お願いいたします。 

（八代議員） 「平成19年度予算に向けて」というペーパーをご覧ください。 

平成19年度予算は、安倍内閣の下で編成される 初の予算でありますので、「骨

太2006」における５年間の歳出改革を確実に実行することと同時に、「創造と成長」

への重点化が必要であります。また、透明性が非常に重要でありまして、以下の

５つの原則のもとに編成を行うべきであると考えます。 

 原則１は、民需主導の経済成長を目指すことで、景気を支えるために、官で需

要を積み増すような政策は一切採らないということ。 

 原則２として、税の自然増収は地方へのばらまき等、安易な歳出増には振り向

けず、将来の国民負担の軽減に充てるということです。 

 原則３は、経済成長と財政健全化を両立させるためには、中期的な財政管理を

重視することが大事。税収の増える好況期に健全化のペースを速める一方で、落

ち込む不況期にはペースを抑制する。こういう柔軟な健全化政策が大事で、これ

は財政再建に成功した他の先進国もとった手法であります。 

 原則４は、新たに必要な歳出を行うときは、他の経費の削減で対応する。 

 原則５として、国民への説明責任を徹底するということです。 

 言うまでもなく、これらの原則は、補正予算にも適用されなければならない。

諮問会議として補正予算についての基本的な考え方を示すことが、国民への説明

責任を果たすことになります。 

 平成18年度の補正予算は、国民の安心・安全に直結する災害復旧対策に厳しく

限定し、それ以外の自然増収は、国債の新規発行額の削減に充てるべきでありま

す。景気を支えるために補正予算を編成して官で需要を積み増す、いわゆる「景

気対策」や、地域活性化の名目で地方に予算をばらまくことは、将来の国民負担

増大に直結する点に鑑み、厳に慎むべきであると考えます。 

 ２ページでございますが、平成19年度予算においては、一般歳出の規模につい
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ては、過去５年間の改革努力を継続するべき。また、「骨太2006」を確実に実行す

るために、以下のような歳出削減を行うべきである。公共投資の３％削減。社会

保障は、国で2,200 億円の歳出抑制。その他経費は、３％減の歳出。そういう原

則のもとに、財務大臣におかれましては、概算要求基準と政府予算案の関係につ

いて経済財政諮問会議に御報告いただきたいと存じます。 

 「骨太2006」の歳出改革を実現するためには、予算案を諮問会議できちんとチ

ェックする必要があるわけで、５年間の目標を達成できる範囲内にあるかどうか

を確認しながら、複数年度にわたって予算を管理する仕組みが必要と考えます。 

 そのために、諮問会議では各年度の予算や補正予算が上記の原則に沿っている

かどうか、中期目標を達成する範囲内にあるかどうかを予算編成の要所において

チェックする必要があるということであります。 

 このため、内閣府は「骨太2006」で、11.4兆円から14.3兆円の削減と定めてお

りますが、各年予算案の歳出削減目標との関係、それから税収動向も踏まえた2011

年度にかけての基礎的財政収支の推移、財政健全化のための「要対応額」がどう

変化しているかについて経済財政諮問会議に報告していただきたいということで

あります。そのためには財務省及び総務省の協力が必要であります。 

 新中期方針（ポスト「改革と展望」）においては、毎年、中期目標を達成する経

路を示すことが大事で、骨太方針では毎年５年間の残りの期間の要対応額と歳出

改革の概要をとりまとめることとしたいと考えます。 

 以上でございます。 

（大田議員）  それでは、尾身議員、お願いいたします。 

（尾身議員） この予算編成の基本方針の案につきまして、１点確認しておきたい点

がございます。５ページの「税制改革」の第３パラグラフの 後にあります、「平

成19年度を目途に税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む。」という箇所

は、平成19年度内、すなわち平成20年３月末を目途に、税体系の抜本改革を実現

させるべく、取り組むという趣旨であると理解してよろしいかどうか、確認をさ

せていただきたいと思います。 

（大田議員）  これは、与党税制改正大綱、閣議決定の表現を踏襲したものですので、

その内容に変更に加えたわけではありません。御指摘のとおりです。 

（尾身議員） 財政制度等審議会の答申なんですね。 

（大田議員）  はい。 

（尾身議員） 財政制度等審議会の建議が先日行われました。その建議の内容につき

まして、資料に「平成19年度予算の編成等に関する建議のポイント」基づきまし

て御説明をさせていただきます。 

 平成19年度予算編成に向けては、一昨日、財政制度等審議会におきまして、平

成19年度予算の編成等に関する建議がとりまとめられたところであります。提出

資料に沿いまして、その内容を簡単に御説明させていただきます。 

 資料の１ページをご覧下さい。建議においては、現在の我が国の財政状況は受

益と負担が乖離した「中福祉－低負担」とも言うべき状況にあり、その差が将来
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世代に先送りされているため、この是正が急務であること。安定的な経済成長実

現のためには、政府部門の債務累増に歯止めをかけ、市場の信認を得ることが極

めて重要であること、が示されております。そのため欧米主要先進国の取組を踏

まえ、プライマリー・バランス均衡はあくまでも一里塚に過ぎないとの認識の下、

債務残高ＧＤＰ比の安定的引き下げに向け、利払費を含む財政収支を、歳出・歳

入両面からの取組により着実に改善していく努力が不可欠とされております。 

 その上で、平成19年度予算編成におきましては、聖域を設けることなく、徹底

した歳出削減に取り組み、国債発行額の大胆な縮減を図るとともに、プライマリ

ー・バランスを着実に改善させるべきであり、景気循環に伴う税収の変動を受け

て、歳出削減等への取組を緩めることは、厳に避けるべきであるとされておりま

す。 

 このような基本的な考え方の下、資料の２ページ、３ページに示されておりま

すように、平成19年度予算編成等に向けた各分野における具体的な歳出改革方策

がとりまとめられているところであります。いずれにいたしましても、財政再建

を行うに当たり、無駄や非効率な歳出を放置したまま負担増を求めるということ

になれば、国民の理解を得ることは困難であります。「成長なくして財政再建なし」

との理念の下、経済成長を維持しつつ、国民負担の 小化を第一の目標に歳出削

減を徹底していく必要があり、平成19年度予算においては、メリハリを効かせな

がら厳しい歳出削減方策を貫き、一歩でも財政健全化に近づけていきたいと考え

ております。 

 このような考え方は、本日示された予算編成の基本方針の原案にも随所に示さ

れているものと理解しておりますが、今後のとりまとめに向けて、私から申し上

げた考え方を可能な限り盛り込んでいただくよう、引き続き検討を行っていただ

きたいと存じます。 

（大田議員）  それでは、御意見、御発言、よろしくお願いいたします。 

（尾身議員） 民間議員の皆様の提出されたペーパーにつきまして、民需主導の経済

成長を目指すことや、税制の自然増収を安易な歳出増や減税に振り向けずに、財

政規律を堅持して、将来の国民負担の軽減に向けることは、もとより財務大臣と

して重要であると考えているところでありまして、平成19年度予算編成におきま

しては、そのような考え方に基づき、歳出削減等を徹底して行っていく所存であ

ります。 

 また、新たに必要な歳出を行うときは、原則として他の経費の削減で対応する

との考え方についても徹底すべきと考えております。ただし、歳出削減を徹底し

ても対応しきれない社会保障や少子化などに伴う負担増に対して、安定的な財源

を確保するため抜本的・一体的な税制改革を推進し、将来世代への負担の先送り

を行わないようにすることは留意すべきであると考えております。 

 今後の予算編成に当たりましては、経済財政諮問会議において予算編成の基本

方針等の議論を行っていただくとともに、毎年度の経済の状況等も踏まえ、政府・

与党で一体となって様々な具体的課題に対応しつつ取り組んでいく必要があり、
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皆様方にも引き続き、御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 今後の歳出改革に当たっては、毎年度必要な検証、見直しを行うこととされて

おり、可能な情報提供については、これまでどおり事務方より迅速に行わせてい

ただくことにしたいと思います。 

 今後、経済財政諮問会議においては、マクロ経済の動向を踏まえた経済財政運

営のあり方について、骨太な議論を行っていただくことを期待しております。 

（大田議員）  それでは、甘利議員。 

（甘利議員） この基本方針、民間議員ペーパーとも、歳出・歳入一体改革の堅持、

財政健全化に向けた姿勢がきちんと位置づけられていることは評価できると思う

のです。私は自由民主党の政調会長代理として、政調会長と一緒に５年間の歳出・

歳入一体改革をまとめましたけれども、これは大変な作業でした。普通であれば

党内から反発がひどくてとてもまとまらないです。それをもの凄く苦労してまと

めたんです。 

 後になぜまとまったかというと、５年間相当厳しく切っていくんです。しか

し同時に、経済成長戦略をきちんと掲げて、実質も名目もかなり引き上げてみま

すと。そうすることにより無駄を省いて、増税幅をできるだけ少なくするという

絵図を描いたんです。税収が堅調ですと、成長戦略を主張する人は何となくばら

まき派みたいなことを思われるかもしれませんが、そうではないんです。成長戦

略は、予算の枠を限定しつつ成長を確保する。ただ単に景気をよくするために予

算を使うと、歯止めがなくてばらまきになってしまうわけです。そうではなく、

質も量も限定して成長を確保している分、増税が避けられるのではないか。そし

て、無駄を省くということですから、経済成長戦略をきちんと前へ出している人

は成長派で、これを後ろへ下げてしまったら増税派と思っていただいた方がいい

と思うんです。 

 その点をしっかりと頭の中にセットしていただきたいと思います。つまり、経

済成長戦略を実現するための予算はしっかり確保するということを武器にして、

何とか歳出・歳入一体改革をまとめてきたということなんです。かなり乱暴なこ

とを行ったわけですから、それがなければまとまりません。平成19年度予算にお

いても、メリハリの「メリ」、つまり引っ込ませる部分と、成長に資する部分で出

っ張らせる「ハリ」の部分についても、予算や税制をきちんと仕上げていくとい

う必要があるんです。つまり、経済成長戦略を実施するための予算・税制をきち

んと位置づけるということだと思います。 

 複数年にわたる予算管理の重要性はそのとおりです。５年を目途にいろいろな

歳出の削減案を、自由民主党としても仕上げたわけであります。同時に、中長期

に日本の潜在成長率を引き上げていくための予算・税制についても、総合的に検

討していくことが必要です。これは、歳出・歳入一体改革の貫徹と成長戦略の高

度化が一体となって初めてなし得るものだということを発言させていただきます。 

（大田議員）  丹羽議員。 

（丹羽議員） 私も全く同感なのですけれども、要するに攻めの農業や国際競争力の
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ある農業、地域の活性化、再チャレンジ、子育てなどは、予算面での対応が基本

的に鍵になると思うんです。しかしながら、それを行う上において、民間議員の

ペーパーにありますように、５つの原則をしっかり守っていただくことをやって

いただければ、私はこれらのものに対応できるだろうと思うんです。その辺はし

っかり５つの原則を守っていただくということで、必要な歳出を行うときは、ほ

かの経費の削減で対応するということを、やはりきちんと確認していただく必要

があるだろうと思います。 

（大田議員）  伊藤議員、総務大臣。 

（伊藤議員） 成長戦略は非常に重要である、ということは我々も賛成でありますし、

これは何回もこの場でもお話ししたと思うんですけれども、これはやはり本予算

の中で構造的に組み込むことが非常に重要であると思います。 

 今回、補正予算の話があちこちで出てきているようになっておりますが、自然

増収は予想以上の経済成長を実現したために一時的に出てくる税収であるので、

予想していなかった。一時的ということは、今年度限りかもしれないという税収

であるので、これは構造的な目的には使えない。しかも景気がいいわけですから

景気対策に使うことはおかしいというわけで、こういった予想以上の税収は、是

非、借金の返済、あるいは赤字国債の発行額の抑制に使っていくことで、景気循

環の波という話と構造的なトレンドを上げるという話を混同しないようにしよう

と、我々としては考えています。 

（大田議員）  菅大臣。 

（菅議員） 地方行政の長の皆さんと会ったり、地方に行ったりしますが、地方が政

府に対して不信感を持っているんです。将来に対して不安を持っている。それは

平成16年度交付税が削減されましたので。来年どうなるかという、そういうもの

に安心感というのを与えなければならないということを、痛切に感じています。 

 今年の「基本方針2006」の中で、地方歳出を厳しく抑制するという内容が入っ

ています。私も当然、 低の目標以上のことをやりたいと思っていますし、地方

もその気持ちになっています。「基本方針2006」では同時に、地方税や地方交付税

の総額の確保であるとか、現行の法定税率の堅持などが入っています。私も地方

歳出の抑制はやってもらうけれども、必要な一般財源総額の確保は約束すると、

そういうことで今まできていますので、当然そういう解釈の上に、今度の予算編

成の基本方針もできたと理解しておいてよろしいですか。これはそういうことで

すか。 

（大田議員）  「基本方針2006」の上にできております。 

（甘利議員） 当初の見積り以上の税収が確保できたことにより、補正の話が出てき

ました。これは私も大宗は財政再建に使うべきだと思います。ただ、100 ％そう

かと言えば、考え方としては、成長戦略という縛りと枠がかかって、次年度に向

けて質も量も決まっているものがあるわけですから、それを前倒しするという考

え方は、ピックアップして部分的にあってもいいのではないかと思います。 

 月例経済報告でも消費が横ばいで、なかなか景気が本格的に厚みの部分で回復
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軌道に入るか入らないかという微妙なところだと言われています。そこをきちん

と安定した、厚みのある成長路線に乗せていくための成長戦略として、決まって

いる部分から補正予算で前倒しして実施するという発想は、私はあっていいと思

います。 

（大田議員）  八代議員。 

（八代議員） 今、甘利大臣のおっしゃった点は非常に大事だと思いますが、ただ、

それをどのような基準でやっていくかというのが非常に難しくて、やはり、それ

はきちんと本予算で、シーリングの中でやっていく必要があるわけです。今伊藤

議員も言いましたように、補正予算というものは、自然増収という、いわば事前

に予想しなかったものから来ているわけであって、安易に使えるものではないん

です。本来は、景気循環の中でプラスに増えた部分は国債の償還に充てていく。

その代わり、デフレスパイラルになったときは、更に赤字を積み増してでも景気

対策をするという景気循環を通じたビルトイン・スタビライザーという考え方に

なっているわけで、バブル期にまさにその原則を守らなかったからこそ、このよ

うな事態になっているわけです。おっしゃっている点は全くそのとおりだと思い

ますが、それはやはり本予算の中できちんとやっていくべきものではないかと思

っております。 

（丹羽議員） 今日の新聞で出ておりました、社会保険庁に関する記事は、国民の日

本の財政に対する不信感を持たせることになると思うんです。もう少しきちんと

内容をディスクローズさせないといけないと思うんです。これは小さなことです

けれども、国全体で言われているような問題について、大変な行政不信を招くの

ではないか。そういう意味から言いますと、一刻も早く社会保険庁に、私は以前

から言っていますが、Ｐ／Ｌ（損益計算書）やＢ／Ｓ（貸借対照表）を明確にし

てディスクローズすべきである。一体どうなっているのか、はっきりと国民の目

には、なかなか映ってこない。今日の新聞のような記事がポツポツ出るというの

は非常にまずいと思うんです。 

（大田議員）  官房長官。 

（塩崎議員） 安倍内閣がスタートして初めて財政政策の形を見せるわけだと思いま

す。基本的に所信表明でも成長を大事にしつつも、やはり財政の規律はきっちり

守っていく。将来世代にツケを回さないという基本的な政策を打ち出しているわ

けであります。 

 今回、補正と平成19年度予算とありますが、我々としてこれから経済がどうな

るのか、景気がどうなるのか、いろいろ考えなければいけないことがたくさんあ

るわけですが、 初の財政政策の形を見せるときに、ここで財政規律が緩んだと

いうメッセージを与えることで長期金利が上昇するようなことは、避けないとい

けないのではないかと思います。今、経済はなかなか微妙な感じであり、少し消

費が弱いというところも出てきているわけですから、ここで金利が仮に上昇した

りすると、設備投資、住宅投資などに響いてきて、長い目で見ると、かえって景

気にとってマイナスの事態を招くということも考えられます。そうしたこともよ
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く考えながら、財政政策たる予算、補正予算は、きりっとしたものにしていかな

ければいけないのではないか、と思います。 

（大田議員）  議論ありがとうございます。 

 まず、民間議員から提言のありました安倍内閣の下での予算編成の５つの原則、

これについては、格別の御反対はなく、概ね皆さんの御意見は一致していると思

います。経済成長と財政再建を両立させていくというところも、皆さん同じよう

に考えておられると思います。ただ、その場合でも、原則を守るべきだという点

も御発言がありました。 

 それから補正予算につきましては、これは一時的な増収だから景気対策や構造

的な歳出に向けるべきではないという御意見、それから成長戦略の前倒しはあり

得るのではないかという御意見、それはやはり本予算でやるべきだという御意見、

財政規律を守るべきだという御意見、これは意見が分かれました。まさにこれは

今後議論していくことだと思います。補正予算が経済財政諮問会議という国民に

見える場で議論されたこと、そのこと自体意義があると私も思います。 

 民間議員からもう一つ御提言のありました、各年度の予算案が歳出・歳入一体

改革の経路に合っているかどうかのチェック、これについては、今後進めていき

まして、内閣府から御報告申し上げたいと思いますし、財務省と総務省には情報

の御提供、御協力いただきたいと思います。 

 予算編成の基本方針につきましては、本日の御議論を踏まえて、必要な修正を

含め、与党とも調整しまして、次回の経済財政諮問会議で諮問・答申できるよう

に進めたいと思います。 

 では、総理から御発言をお願いします。 

（安倍議長） 小泉内閣において、厳しい歳出削減を行ってまいりました。今までず

っと歳出削減を行ってまいりまして、だんだんきつさは増してくるわけでありま

すが、財政の無駄をなくしていくという、この路線は私の内閣でも変えないとい

う意思は明確にしなければならないと思います。いささかも揺るがないというこ

とです。民間議員の皆様から御提案があった予算編成における原則は守ってまい

りたいと思います。 

 また、補正予算についてもいろいろと議論があったわけでありますが、私とい

たしましては、災害など国民の安全・安心に直結する緊急の対策、こうした補正

予算の本来の趣旨と照らし合わせて、それ以外の対策については、基本的な原則

にのっとっていくという姿勢を示していくことが大切ではないか思います。 

 平成19年度の予算の国債発行額につきましては、平成18年度より大幅に減額す

る必要があると考えておりまして、その旨を予算編成の基本方針に盛り込むべき

と考えております。また、成長戦略は極めて重要でありますから、これは当然来

年度の予算編成におきまして、重視をしていきたいと思います。 

 また。民間議員の皆様から御提案があったように、中期的な目標の達成に向け

て複数年度にわたる観点に立った、歳出改革の実現に向けた取組を進めていただ

きたいと思います。 
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（大田議員）  ありがとうございます。それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次は税制を議論いたします。政府税制調査会の本間会長をお迎えしております。

入室されるまでしばらくお待ちください。 

（本間税制調査会会長入室） 

 

○集中審議④：税制について 

（大田議員）  それでは、本間会長から、まず、税制について御説明をお願いいたし

ます。大変恐縮ですが、５分程度でお願いできればと思います。 

（本間税制調査会会長、以下「本間会長」） わかりました。 

 随分長い間空いたような感じがいたしますけれども、まだ１か月少々でござい

まして、攻守所を変えたような感じでございますが、手短にお話をさせていただ

きたいと思います。 

 今次の税制調査会は11月７日に発足をいたしまして、集中的に審議を進めてい

るところでございます。新体制の発足に当たりましては、総理、官房長官、財務・

総務両大臣の御指導を受けまして、体制もかなり大きく変わっておりますし、そ

の内容につきましても、専門家が多くなりましたので、極めて質の高いレベルの

議論が展開されておりまして、誠に感謝にたえません。簡単に今の審議状況につ

きましてお話をさせていただきます。 

 お手元に「総論」及び「19年度税制改正の主要な課題についての考え方」を項

目で掲げております。この税制調査会の使命及び運営、あるいは総合的な税制改

革に向けた審議に当たっての視点は、今後の問題が中心になります。鋭意この点

についても御報告させていただきたいと思いますし、今その方向性に沿って、全

体の税制改革の流れで平成19年度税制改正の考え方を１か月足らずの間でまとめ

ていかなければならないということで、その主要な点について、今の審議状況を

簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、金融証券税制でございます。これは貯蓄から投資への要請を受けた金融

取得課税の一体化の方向に沿って、期限を迎える上場株式の配当や譲渡益の軽減

税率を廃止すべきという御意見がありました。その際、市場への影響を懸念する

声があり、優遇措置の廃止に伴う投資家への行動が市場の無用の変動要因となら

ない工夫を考えるべきであるとの指摘がございますし、今後の課題といたしまし

ては、損益通算の範囲の拡大を進めるべきとの意見がございました。その際、適

正な執行と納税者利便の向上について検討が必要との指摘もございました。 

 個人住民税の問題でございますが、税源移譲に伴い、所得割が比例税率化され、

応益性がより明確になることを踏まえ、課税ベースの拡大とそのあり方を検討す

ることが必要との意見がございます。この点についても、検討を深めてまいりた

いと考えております。 

 また、納税環境整備でございます。これは公正な執行が税にとって不可欠なこ

とでございます。この点で納税者の利便性向上や適正な納税確保のための方策、

納税者番号の検討を進めるべきとの積極的な意見がございました。 
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 三角合併は国際化をする経済環境の中で企業の組織再編、これを積極的に進め

る手法として会社法の改正がございまして、これに税も適切な対応が必要である

ということで検討を始めたわけでありますが、その際、クロスボーダーの組織再

編については、国際的な租税回避防止との観点からも検討し、この三角合併の手

法が広く活用されることを重要視するべきという考え方が主流でございます。 

 信託制度の抜本的な見直しも今行われつつあるわけですが、これに対して新た

な制度が適正な規律のもとで有効に活用されることを基本としつつ、実態に応じ

て課税の中立・公平を確保するように検討すべきという御意見があります。これ

は信託制度が相当広範に事業の信託も含めて可能になってくる時に、その中で税

がどのように絡んでくるかということが重要なポイントでございます。これもし

っかり議論をさせていただきたいと考えております。 

 それから国際課税の問題でございます。これは今、係争中のものを含めて徴税

当局と各企業の間で、国際移転課税の問題について意見が分かれるところもござ

います。この点については、我が国のみならず、相手国との関係も重要になって

まいります。この点で事前確認制度の手続の迅速化を行いつつ、納税猶予体制制

度も検討すべきとの声がございます。 

 中小企業の活性化の絡みで、同族会社の留保金課税の問題がございます。留保

金課税制度は、税負担回避のおそれを考慮した課税の仕組みとして位置づけられ

ておりますけれども、中小企業の財務基盤強化の阻害要因になっているのではな

いかという指摘もございます。そのバランスをどうとるか、中小企業、ベンチャ

ーの支援等の観点から、この問題についても積極的に検討するということでござ

います。 

 さらに、事業承継に関する相続税の特例措置の問題でございます。これは拡充

すべきとの意見がある一方で、格差拡大を招くおそれとの指摘もございました。

実態を把握しつつ、事業活動継承について支援の基本的なあり方について、さら

に検討すべきとの御意見が主流でございます。 

 第３回目のディスカッション項目である、減価償却制度でございます。これは

国際的なイコールフッティングの観点から、償却可能限度額を撤廃すべし、ある

いは現行よりも加速的な償却を認めるべきとの意見がございました。これは特例

措置ではなく、本則として減価償却制度の見直しを行うべきということで、概ね

コンセンサスが得られたと考えております。この点についてもしっかりと答申の

中に反映させたいと考えております。 

 それから外形標準課税の問題でございます。地方税におきまして、資本金を厳

守することで外形標準課税の対象外となるような事例が生じております。例えば、

今まで資本金50億円であった企業が１億円にして、これを資本剰余金にするとい

った節税的な動きが強まっているところでございますが、これも公平性の観点か

ら適切な措置を講ずるべき、という意見がございます。 

 道路特定財源でございます。政府の方針、行政改革推進法に沿って現行の税率

水準を維持し、納税者の理解を得つつ、一般財源化を図ることを前提に見直しの
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検討をすることについて、概ねコンセンサスが得られておりまして、これについ

ては、かなり一般財源化への主張が強い状況にございます。 

 後に、地球温暖化問題への対応でございます。いわゆる環境税については、

温暖化対策全体の中での位置づけ、その効果、国民経済、国際協力の影響を十分

に踏まえ、総合的に検討していくことが課題になっております。 

 これが来年度の税制改正に関する現在の議論の内容でございます。これらを念

頭に置きながら、今後答申案について更に委員と議論を深め、12月１日を目途に

答申をとりまとめたいと考えております。 

 なお、年明け以降の進め方についてでございますけれども、これは総理の諮問

にもございましたとおり、我々税調としては、調査分析機能をしっかりと高め、

マクロ・ミクロの総合的な観点から分析をすることを前提にしながら、それぞれ

の委員から基礎的なプレゼンテーションをしていただき、しっかりと税制改革の

根本的な議論を整理・検討したいと考えております。 

 今のところ、以上のような検討状況にございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、有識者議員からお願いいたします。 

（伊藤議員） 「税制改革の議論について」という我々の民間議員ペーパーについて

御説明をさせていただきます。お手元にあります資料に基づいて説明させていた

だきます。 

 「創造と成長」に向けて離陸するために、税制の再構築が不可欠であるという

のは議論を待たないと思います。来年秋以降に行う税制改革の本格的・具体的な

議論に向けて、安倍内閣としての税制改革の基本的な考え方について着実に検討

を進めていくことが必要であります。 

 本日お見えの本間会長の下で、政府税制調査会の充実した活動を期待いたして

おります。経済財政諮問会議におきましても、「創造と成長」のための税のあり方

を総合的・多面的に審議する必要があると考えております。税調と諮問会議がデ

ータと手法を共有しつつ多角的な分析を行い、お互いに議論を深めていきたいと

考えております。 

 内容について御説明したいと思います。第１に、「骨太方針への反映」というこ

とがございます。税制改革におきましても、内閣の考え方を毎年の骨太方針に盛

り込み、国民に伝える必要があると考えており、「基本方針2007」に向け、政府税

調は、税制改革の基本的考え方を御審議いただいた後、来年４月を目途に経済財

政諮問会議に審議の状況を御報告いただきたいと考えております。 

 第２に、「税制改革の基本的な考え方」につきましては、以下の観点が重要であ

り、政府税調に具体的な方向をお示しいただき、諮問会議でも議論していきたい

と考えております。 

 １つ目の観点は、「めざすべき経済の姿と整合的な税制のあり方」についてとい

うことで、この論点を深めることが非常に重要だと考えております。といいます

のも、税制改革のいわば哲学として、めざすべき目標とそのための手段、その手

段の有効性や代替案の検討などを行った上で、それらを踏まえた手段、相互間の
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バランスなどについて改革の全体像を包括的に見据えていくことが我々に求めら

れていると考えております。 

 具体的に申しますと、第１番目に税制が中期的な経済財政運営と整合的かとい

う検討が必要だと思います。安倍内閣が掲げる「活力に満ちたオープンな経済社

会の構築」や「再チャレンジ可能な社会」などの目標の実現に向けて税制のあり

方を検討することが大切だと考えます。 

 第２番目に、税制が働き方やライフスタイルの変化に対応しているかという点

でございます。例えば、雇用者世帯の半数以上が共稼ぎであるという点。配偶者

がスムーズに労働市場に参入できるような仕組みを根本的に検討していくことが

急務であると思います。これはもちろん税のみならず、年金や医療等社会保障の

分野も含めて総合的にデザインする必要があると考えております。 

 第３番目は、税制を通じて適切な所得再配分がなされているか、この点も検討

していきたいと思っております。 

 第４番目が、税制が資本市場の効率性の向上に貢献しているかという点であり

ますが、これは、金融所得課税の一体化のタイミングを重要な課題であると考え

ております。 

 第５番目が、税制がグローバル化など企業の経営環境変化に対応しているかと

いう点でありまして、これは国際競争力強化の観点から検討を深めていく必要が

あると思います。 

 ２つ目の観点は、１枚おめくりいただきまして、「徴収の公平性・効率性、納税

の信頼性」という点があります。徴収方法の改革等により効率性を高められない

か、納税者番号の導入により信頼性を高められないか、という点であります。特

に納税者番号という点については、公平性の向上にも寄与することから鑑みて、

これらを通じて国民の税制に対する信頼を高めることが必要であると、我々民間

議員は考えております。 

 第３に、「分野横断的な重要課題」ということであります。このような課題は、

我々としても検討を進め、来年４月を目途に諮問会議の場で御報告したいと考え

ております。 

 具体的な内容については、１番目に、税と社会保険料を合わせた全体の負担と

給付の構造は適切かという点。例えば、税の控除と給付の組合せ、世代間の受益・

負担の構造を挙げております。また、先ほど申しましたように、配偶者がスムー

ズに労働市場に出ていける、ある所得段階で壁があるということがないようなシ

ステムにしていきたい。 

 ２番目に、国税と地方税の分担です。地方分権の一体的な改革と整合性がとれ

たものになっているかということを検討していきたいと考えております。地方分

権改革を諮問会議の場で議論した際には、国対地方の税収比を３年以内に対等に

すべき、と我々は提案したわけでありますが、国と地方の税目、税源配分の大胆

な見直しを通じて、この提案を実現する中身を考えていきたいと考えております。 

 私からは以上です。 
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（大田議員）  甘利議員から資料が御提出されております。 

（甘利議員） 表紙を除いて３枚のペーパーを提出させていただいております。１枚

目のペーパーで御説明申し上げます。 

 「Ⅰ．税制改革の理念・目標」でありますが、「成長なくして日本の未来なし」、

「成長なくして財政再建なし」という基本方針の下に進めるべきである。 

 具体的には、イノベーションの力とオープンな姿勢によりまして、日本経済に

新たな活力を取り入れて、人口減少等の制約要因が幾つかありますけれども、そ

ういった制約下においても、力強い経済成長を実現していくことが必要である。

そして新成長経済に向けた財政改革は、従来の原則であります公平・中立・簡素、

に加えまして、「国際競争力・成長力強化」を原則として進めることが必要である。

こうした税制改革は、新たな国富を生み出して、その果実は企業だけではなく国

民全体が裨益するものになる。 

 「Ⅱ．『経済成長戦略大綱』の実現に向けた税制改革の主要課題」でありますが、

国富の増大を生み出す新しい成長の実現に向けた税制改革が必要ということ。 

 ２点ありますが、まず、喫緊の課題としては、我が国に立地する企業がイノベ

ーションを産み出しながらグローバルに活用していけるように、国際的なイコー

ルフッティングを確保する「基盤整備のための税制改革」を速やかに断行すべき。 

 「２．」といたしまして、イノベーションの強化・生産性向上等への政策支援を

強化・重点化し、「成長力強化をスピードアップするための改革」を進めていくべ

きということであります。 

 ２ページ目、３ページ目は、資料を付けさせていただきました。 

（大田議員）  それでは御議論をお願いいたします。御手洗議員。 

（御手洗議員） 民間議員ペーパーの補足として少し話したいと思います。財政健全

化、社会保障財源の安定的確保の実現のためにはどの程度の増収措置が必要なの

か、あるいは必要はないのか、こういう判断を含む抜本的な改革につきましては、

平成18年度の税収やこれまでの歳出削減の効果などを見極める必要がありますの

で、来年の秋以降に具体的・本格的な議論を行うことになっております。この来

年の秋以降の議論を円滑に進めるためにも、その間の時間を利用して、議論して

もいいものにつきましては、徹底的に議論をしておく必要があるのではないかと

思います。 

 具体的には、安倍内閣が掲げております「活力あるオープンな経済社会の構築」、

また「再チャレンジ可能な社会の構築」といった目的を達成・実現するために、

安倍内閣としてどのような税制改革をするかという哲学、基本的な考え方、こう

いったものについて秋に向けて着実に議論を進めていく必要があると思います。

先ほど本間会長から説明されました平成19年度の税制改革につきましても、そう

した考え方に沿ったものであるという位置づけが必要ではないかと思います。 

 税制改革について、基本的な私の考えを話したいのですが、働くことや働く機

会を与えることに対する課税、つまり直接税については、限界税率をできるだけ

抑えて薄く広く課税することを、是非、基本方針に徹底してもらいたいというこ
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とがあります。 

 また、いろいろ言い方もあると思いますが、直間比率是正も非常に重要な課題

であると思います。また、直接税については、法人税などいろいろと言われてお

りますが、企業立地のため、また設備投資拡大を促すために行うという切り口を

是非考えていただきたい。そうすることによって、結局、職場が増え就職チャン

スが増えて、国民の利益になるという考え方が、是非議論されるべきだろうと思

います。 

 地方税につきましては、偏在性の高い地方税を安定した財源に変えてほしい。

それによって、やはり地方分権を大きく進めていくための力にしてほしいという

ことです。 

 いずれにしましても、こういった基本的な問題につきましては、経済財政諮問

会議と税制調査会が、秋に向けて徹底的に議論を進めていく必要があると思いま

す。よろしくお願いします。 

（大田議員）  ほかに。丹羽議員。 

（丹羽議員） 私も御手洗議員と全く同じ考えですけれども、一言だけ 近の風潮に

ついて申し上げたいと思います。新聞等で、マクロで個人給与が余り上がってい

ない一方、企業が 高益をあげているというニュースが続いている。そこへもっ

て、法人税減税が余りにもクローズアップされ過ぎて、国民からは「企業金持ち、

個人貧乏」といったことも言われている。これからの日本は持続的な経済成長に

全力を挙げるべきでありまして、そのためにも、甘利議員がおっしゃったように、

企業が海外諸国とイコールフッティングで戦うことが大前提にあることは言うま

でもないと思います。そういう意味で、減価償却について本間会長がおっしゃっ

たことは全く賛成でお願いしたいんですが、法人減税が余りにも声高に言われて

います。 

 来年はとりわけ重要な年でありますので、国民の理解をいただくためにも、個

人と法人の税負担のバランスが適切かどうか考える姿勢を持つことが現時点では

大変大切ではないか。特に来年が重要な年だということを考えても、国民の理解

を得られるようにすることが大切だと思うんです。理屈や目標は正しくても、タ

イミングを間違うと非常に誤解を招きやすいことになりますので、この点を是非

御留意いただきたいと思います。 

（八代議員） 先ほど伊藤議員がおっしゃったことに少し補足したいと思います。税

制は、基本的に個人や企業の行動に中立でなければいけないのではないか。先ほ

ど配偶者控除の例も挙げられましたけれども、配偶者が働くか働かないかは家計

が自ら決めることであって、今の税制というのは、基本的に配偶者が働くと損す

るような仕組みがビルトインされておりまして、こういうことは速やかに変えて

いただく必要があるのではないか。 

 同じことは企業についても言えることで、平成19年度税制改正の課題として、

三角合併の解禁の話が先ほど出ましたけれども、商法における制度改革の効果が、

税制で歪められるようなことはしてはいけない。基本的には意図しない形でも、
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税制は、あくまで個人や企業の行動に中立であるという原則を、是非よろしくお

願いしたいと思います。 

（大田議員）  管議員。 

（菅議員） 御手洗議員が先ほど地方税について言及されましたけれども、私も全く

同感です。今日も全国知事会があって、総理にも御出席いただいたんですけれど

も、税源移譲については、仕事が多くて税が少ないとの話がありました。わかり

やすくするのが私は一番いいと思っていまして、今、仕事が６で税が４になって

いますから、少なくとも５対５にしたいということを前の経済財政諮問会議でも

申し上げました。そうすることによって、私は地方分権は進んでいくと思ってい

ます。先ほど御手洗議員が言われましたが、その場合、当然偏在の少ない地方消

費税が考えられると思っていますので、是非、御理解をいただきたいと思います。 

（大田議員）  ほかに御意見は。 

（御手洗議員） 環境税の問題についてですけれども、これにつきましては、企業は

長年にわたって公害問題に対して設備投資を行い、また部品等もグリーン部品に

することを心がけて、企業は長い間かなりの投資をしてきました。それに対して、

もし環境税が入るとすれば、企業に二重の負担をかけることになります。このこ

とについてはよく調査をして、適切な判断をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

（大田議員）  甘利議員。 

（甘利議員） 先ほど私は、日本の企業が国際競争に勝ち抜いていける環境を整備す

る、イコールフィッティングを図っていくということを主張いたしました。それ

に関して丹羽議員からの発言で、法人税の減税だけが声高に叫ばれることになら

ないように、という御指摘をいただきまして、まさにそのとおりだと思いました。

企業が得た収益は、次なる競争力に向ける。株主に向けると同時に、やはり雇用

者に向ける、あるいは下請け、中小企業への配慮に向ける。これは社会政策上も

必要になるかもしれませんが、消費の拡大を通じて企業に跳ね返ってくるという、

消費と企業の収益の好循環を早くつくり出す必要がありますので、そういったこ

とに対する自主的なコミットコメントを期待することも付け加えておきます。 

（丹羽議員） 本間会長に是非お願いしたいのは、グローバリゼーションが進んで、

これからますます問題が大きくなるのは移転価格税制でありまして、日本の企業

は製造業だけで、ほぼ４分の１が海外の子会社からの収益になる。国際的に仕事

をしている企業では、50％以上が海外からの収益である。そうすると、移転価格

税制は、各国の税の奪い合いなんです。このルールがはっきりしないために企業

は大変に苦労する。そのために訴訟とかが起きれば、大変また出費がかさむとい

うことがありまして、大変困っております。そういう意味でも、税務当局が各国

との調整を通して、できるだけ早くルール化することを是非お願いしたい。これ

は今年よりも来年、来年よりも再来年に大きな問題になってくると思います。 

（大田議員）  では、本間会長にまとめて御発言いただきますが、根本的な議論をな

さるということですので、民間議員から御提案のあった来年４月を目途に、民間



 
平成 18 年第 26 回 議事録 

 

 18

議員のいろいろな論点も踏まえて、それまでの審議の状況を、審議の状況を諮問

会議に御報告いただくという点はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（本間会長） こういう形で意見交換を継続的にさせていただきたいと思っておりま

して、その流れの中で来年４月に整理した論点についてお話しするということも

必要になってくるだろうと思っております。 

 私は、民間議員から税調会長に転身いたしまして、大きな違いがございます。

民間議員には大所高所から御指導いただいて、いろいろボールを投げていただく。

それが安倍政権の指針になって、各行政部門への政策に落とし込むということで、

非常に意気軒昂にできるお立場だと思いますが、政調会長になりますと、一つ一

つの発言に対し、民間からも含め非常に敏感に反応がございまして、その意味で、

来年の４月にどのぐらいのものを出せるのか、出し方如何によっては、結構タッ

チーな部分があるのではないか。もちろん、骨太の方針をつくるということで、

６月にやろうとすると連休前にやらないといけない。そうすると４月に、という

流れは十分理解をしておりますが、十分に調整させていただきたい。また、経済

財政諮問会議でどの程度発言させていただくかということも、少し御配慮いただ

きたいと思っております。 

 それからもう一つ、これは総理の諮問にもございましたように、我々は基礎的

な分析調査機能を抜本的に高めたいと思っておりまして、来年の１月から調査分

析部会を設けまして、専門委員の拡充も含めてしっかり対応しようということで

す。今、甘利大臣のお話にもございました、法人税減税することのマクロ的なイ

ンプリケーション、企業だけに利益があるのではないということを、数値的なこ

とも含めてしっかり国民に明らかにしていかないことには、今の労働分配率の低

下という局面もございまして、なかなか難しいという認識をしております。その

点でもう少しお時間をいただきたいというのが私の率直な気持ちでございます。

暫定的なことは申し上げることはできるかもしれませんけれども、総理からマク

ロ・ミクロの分析をしっかりしろということで、これを真正面に受け止めてしっ

かりやりたいと考えていますので、内容につきましては、是非また御相談をさせ

ていただきたいという思いでございます。その点、是非よろしくお願いをいたし

たいと思います。 

（大田議員） 「骨太2007」には、税制についても大きな考え方を示していく必要が

あると思いますので、御審議がその状況でどのような具合かということを、諮問

会議に御報告いただければと思います。 

（塩崎議員） 本間会長の御意見に関して一点だけ。釈迦に説法でありますが、マク

ロ分析のモデルなどを考える際に、当然、企業・個人には社会保障負担があると

思います。あるいは、国民負担には個人のレベルと企業のレベルの両方あります

が、それと税体系との関係についても、いろいろと御指導いただくとありがたい

と思います。 

（本間会長） 官房長官の御指摘の部分は非常に重要でございまして、マクロのＧＤ

Ｐの構成比を労働と資本、投資の部分にどのように帰属させるか。これは、社会
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保険料が労働所得にかかってまいりますし、個人所得の部分については法人税が

絡んでおりますから、全体の構成のバランスをどのようにとっていくかは、経済

活力の観点でも非常に重要だと思いますので、しっかり分析させていただきたい

と思います。 

（大田議員） 来年秋以降、税制改革の本格的、具体的な議論が始まりますけれども、

それに向けて諮問会議でも、税制改革の基本的考え方を総合的・多面的に議論し

ていくことについては、御了解いただいたと考えます。骨太方針にも内閣の考え

方を盛り込んでいくという観点から、来年４月にそれまでの議論の結果を御報告

いただいて、諮問会議で議論を進めていきたいと思います。また、分野横断的な

課題につきましては、民間議員の方で御審議いただいて、諮問会議に御報告いた

だきたいと思います。それから、多角的な分析をやっていくという点については、

データと手法の共有が必要ですので、諮問会議の事務方も、税調の専門委員の方

や事務局と連携をとらせていただきたいと思います。 

 では、総理。 

（安倍議長） 本間会長には、かつてこの諮問会議で議論を深めていただいたわけで

ありますが、税調におきましては、マクロ・ミクロから議論を深めていただき、

また分析をしていただき、専門家の皆さんに御議論をいただきたいというお願い

をいたしました。 

 一方、税はまさに政治そのものであって、国民の皆様にわかりやすく説明でき

なければいけない。そして納得もしていただけるように努力もしていく。そのた

めには、来年の秋以降行う税制改革の本格的、具体的な議論に向けて、わかりや

すい税制改革における基本的な哲学について、経済財政諮問会議と税調で連携し、

検討していただきたいと思います。来年前半にはそうした論議を踏まえて、骨太

な基本哲学を「基本方針2007」に盛り込んでいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

（大田議員）  本間先生、今日はお忙しいところをありがとうございました。今後ま

た、連携をとらせていただいて、議論を進めたいと思います。ありがとうござい

ました。 

（本間会長） ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

（本間税制調査会会長  退室） 

（大田議員）  それでは、続きまして、アジア・ゲートウェイ構想につきまして、根

本総理補佐官から御報告をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○アジア・ゲートウェイ構想について 

（根本内閣総理大臣補佐官、以下「根本補佐官」） お手元の資料、「アジア・ゲート

ウェイ構想について」、御説明したいと思います。 

 アジア・ゲートウェイ構想につきましては、安倍総理に議長を、私が議長代理

を務めさせていただいたおります、「アジア・ゲートウェイ戦略会議」において、

基本方針と伝統分野の議論をさせていただいております。アジア・ゲートウェイ
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構想につきましては、総理の所信表明にありますように、ヒト・モノ・カネ・文

化・情報の流れにおいて、オープンな経済社会を構築することをベースに議論を

させていただいております。 

 まず、１ページ目でありますが、「アジア・ゲートウェイ構想の狙い」について、

端的に言えば２点あります。１点目は経済的な側面。活力あるオープンな経済社

会を構築し、成長するアジアのダイナミズムを取り込む。つまり、新たな創造と

成長を実現する。 

 ２点目は外向的な側面でありますが、特に安倍政権のアジア外交の柱として、

理念と政策を打ち出していってはどうかと思っております。これによって「目指

す国の姿のイメージ」と書いてあるとおり、日本がアジアや世界にとって魅力あ

る場となる、人々を引きつける磁力のある国になるということだと思います。 

 構想の視点として３つ掲げてありますが、１つ目は、日本の魅力を高め、発信

するという視点。２つ目は、日本をオープンにし、アジアの活力を取り込むとい

う視点。３つ目がオープンなアジア、開かれたアジアの発展に責任のある役割を

果たすという視点であります。 

 ２ページ目、３つの視点に沿いまして、検討課題例をまとめてあります。時間

がありませんので、ポイントを絞って説明させていただきたいと思います。１つ

目は、日本の魅力を高めて発信する。「『美しい国、日本』の再評価、発信」と書

いてありますが、「日本のよさ」、「日本らしさ」に裏打ちされた文化や産業、要は

知的創造産業の国際競争力強化、情報発信力の強化などを言っております。クリ

エイティブ産業は、イギリスのブレア政権での同様の取り組みでも鍵になってお

ります。地域、地方も、今それぞれの強みを生かしてアジアと直接交流をしてお

ります。北海道のニセコのスキー場での取り組みや、九州もフードアイランド構

想を打ち出しておりますが、地域にそれぞれの動きが出てきておりますので、こ

れらを加速させることが重要だと思います。 

 ２つ目が、日本をオープンにし、アジアの活力を取り込むということでありま

す。まさに攻めの構造改革のところでありますが、具体的事例として物流と人材

を取り上げております。アジアの中で、日本がヒトの流れやモノの流れの中核に

なるということであります。アジア各国が国家戦略として取り組む中で、今の我

が国の空港や港湾の実態は非常に厳しいものがあります。ハードだけではなくて、

ソフト、つまりその使い方に課題が山積しております。物流は国際競争力の鍵で

ありますので、通関手続などで国際的に遜色のないよう、制度改革を進めるべき

であると思います。戦略会議でもオープンスカイといった意見も出ておりました。 

 次に人材でありますが、優秀な人材は今、世界レベルで獲得競争になっており

ます。これに参画するとともに、アジアで人材づくりを進める必要があると思い

ます。一橋大学、あるいは御手洗議員が理事をされている立命館アジア太平洋大

学など先進的取組がありまして、留学生比率が高まりますと、日本人の学生も活

性化する。立命館アジア太平洋大学では、地域の活性化にもつながっている。こ

うした個別の動きを国全体の動きにしていく必要があると思います。人材の問題
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は、こうしたレベルから入管制度や日系人の問題まで幅広いわけでありますが、

全体として捉えて、具体的な政策化を推進したいと思います。 

 ３つ目は、「開かれたアジア」ということで、自由と規律のあるアジア市場の形

成、あるいはアジアの共通発展基盤づくり、これに積極的に日本が責任ある役割

を果たしていくことが必要だと思います。 

 全体の検討課題例を提示いたしましたが、例えば、地域活性化については管大

臣、コンテンツ産業の振興や人材育成、アジアの基盤整備などは甘利大臣、税関

等の貿易手続の問題については尾身大臣など、御出席の各大臣の御協力が是非と

も必要だと思いますので、密に相談させていただいて、連携させていただきたい

と思います。 

 また、諮問会議の重点改革の７分野にも密接に関係するものですので、大田大

臣、民間議員の先生方にも、是非とも御協力、御支援をいただきたいと思います。 

 ３ページ目はゲートウェイ構想で検討する主な課題が、「創造と成長」に向けた

重点改革とどう関連するかにつきましてイメージを整理しております。先に説明

しましたとおり、アジア・ゲートウェイ構想はアジア政策であるともに、経済成

長戦略の柱でもあります。国内の構造改革を加速させるために、全力で取り組ん

でいきたいと思います。 

 このアジア・ゲートウェイ構想で検討している施策、これは各省庁の政策に関

わりますので、今までもいろいろな政策が提案されておりますが、これらにプラ

イオリティを付けて、横断的・戦略的にとりまとめていく必要があると思います

ので、御支援、御協力をよろしくお願いいたします。 

（大田議員）  それでは御発言を、伊藤議員、丹羽議員、お願いします。 

（伊藤議員） 討議の時間が限られておりますので、全体にコメントすることは避け

て、焦点を絞ってお願いをしたいんですが、我々、民間議員としては、是非アジ

ア・ゲートウェイ戦略会議で具体的な成果が上がるよう、焦点を絞った議論をし

ていただきたいと考えております。 

 例えば、具体的に言いますと、これらの目的のために羽田空港の国際化は非常

に重要なポイントだと思います。羽田における国際線を充実することによって、

東京の金融センターとしての地位は高まりますし、各種の国際会議の招致に有利

になる。今でもできることは、深夜・早朝枠の活用です。23時30分から午前６時

30分ぐらいまでの時間帯において、これは成田の発着禁止時間にほぼ対応してい

ますけれども、ここで国際線定期便の発着に羽田を開放することによって、国際

会議等の利便性が非常に高まるということがあります。 

 私も何回か国際会議を招致しようとしたことがあるんですけれども、深夜の発

着がないということで欧米のお忙しい方を呼ぶことができないということがあり

ました。香港、シンガポール、バンコクからは、深夜便が欧米の各主要都市に飛

んでいます。したがって、夕食会が終わってから飛行機に乗って、翌朝ヨーロッ

パの主要都市に着いている。東京、成田では、例外的にパリの便はありますけれ

ども、それ以外ができない。しかも、今やシンガポール、バンコックからはニュ
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ーヨークへのノンストップ便も飛んでいる。真夜中に飛べば、翌朝６時にＪＦＫ

国際空港に着いているということですから、これは是非、羽田の深夜・早朝枠を

活用するべき。これはソフトの活用で十分できることですから、是非行っていた

だきたい。 

 なお、羽田の国際ターミナルをわざわざ国内ターミナルとは別のところにつく

ろうとしている。これは乗り換えが非常に不便になるので、是非第１ターミナル、

第２ターミナル、国内・国際の融合、これこそまさにゲートウェイだと思うんで

す。こういうことを実現するように議論していただきたいと考えています。 

 オープンスカイという話が先ほど出ましたけれども、これは、協定を結んだ国

同士の路線については、民間が決めて自由に飛ぶことができる。これを是非、ア

ジアを含めた地域で実現していただきたく、リーダーシップを日本がとっていた

だきたい。これこそまさに主張する外交になると思うんです。これによって、魅

力的な国際路線が民間主導で開設される、あるいはその料金体系も自由に決めて

いく。これを実現することで、日本の魅力を高めることになると思います。アジ

アにおける航空のビッグバンを、是非リーダーシップをもってやっていただきた

い。このような具体的なことを是非検討していただいて、また御報告いただける

とありがたいと思います。 

（大田議員）  丹羽議員、それから菅大臣。 

（丹羽議員） 構想の検討の段階でしょうから、まだ詰まっていないと思いますけれ

ども、非常に範囲の広いことですので、焦点をどこに当てるか決めないと、恐ら

く検討の過程で拡散してしまい、はっきりしたものが具体的に出ないのではない

か。私の第一印象は、やはり、ふんわりふわふわといった構想になっていると思

うんですけれども、焦点は国際競争力に当てていただきたい。特に物流です。税

関の輸出入手続の問題や大学の問題です、柏市で東京大学を中心として、特区的

にやっておられますけれども、柏だけではなくて、ああいうものを他に広げると

か、あるいはＩＴ、あるいは農業の競争力をどう高めるか。アジア・ゲートウェ

イの中で特に必要なのは、そういう国際競争力に焦点を当てて検討を是非お願い

したい。 

 もう１つ、各国の主要なエグゼクティブが日本へプライベート・ジェットで来

ることが非常に増えているわけです。ところが着陸の許可がなかなか取りにくく、

どこに下りる、というと許可が取りやすい台湾や韓国に下りるわけです。伊藤議

員からも発言がありましたけれども、そのようなインフラの中のソフトの部分で、

いろいろ不都合なところがある。港湾におきましても24時間体制は手続が実に難

しい。今、ハブ港湾の利用はほとんど韓国に行ってしまい、日本に大きなものは

来ないんです。これは国側の問題もありますけれども、24時間体制ができないが

故に、大きな船はみんな韓国などに行って積みかえて日本に来るということもあ

ります。国際競争力を強めるためにアジア・ゲートウェイで何をやるかというこ

とを焦点として、是非、御検討いただきたいと思います。 

（菅議員） この構想の中でＩＣＴを重要視してほしいと思っています。なぜなら、
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ＧＤＰの成長分野で今４割がＩＣＴ関係です。それから、アジア、北米、欧州間

で、貿易がそれぞれバランスよくなっているんですけれども、情報量の流通だけ

は、北米－欧州間が北米－アジアの2.2 倍。欧州－アジアの28倍にもなっている

んです。そういう意味で、アジアと欧州の情報は非常に遅れていますから、逆に

言えば、可能性が非常に高いということでありますので、是非、参考にしていた

だきたいと思います。また、住友商事さんとＴＢＳが中核となって台湾で放送会

社をやり、北海道テレビがそれに参画をして、１週間に１回ずつ報道をしたそう

ですけれども、これにより、台湾から北海道への観光客が、97年の報道を始める

時は５万人だったのが、99年には12万人を超えているというんです。これは、メ

ディアによって日本への集客が成功した一つの例ですけれども、日本がアジアの

成長をとらえる可能性は非常に高いと思いますので、是非そうした分野について

重点を置いてほしいと思っています。 

（大田議員）  尾身議員。 

（尾身議員） 先日メルボルンで開催されましたＧ20でも述べましたが、アジアの成

長と反映なしには、日本の成長と反映はない。また逆に、日本経済が活性化して

いくことがアジアの成長と繁栄につながるということで、アジア・ゲートウェイ

構想は是非進めたいと思います。 

 チェンマイ・イニシアティブというものがありますが、1990年代のアジア通貨

危機の教訓でつくられ、危機に際してお互いに資金を融通するという枠組みであ

ります。そういうものを更に進化させ進めていきたいということで、アジアの国

も賛成でありますから、アジア太平洋地域へと広がるかもしれませんが、これを

進めていきたい。５月にアジア開銀の総会がありまして、関係者が京都に参りま

すので、そこでもそういう議論をしたいと思っております。 

 先ほど伊藤先生、丹羽先生から言われた空港と港のフルオープン化がものすご

く大事で、理論、構想がよくても、空港がきちんと行ったり来たりできなければ、

致命的に日本は閉ざされた国になります。港が24時間、空港が羽田を中心に24時

間オープンという体制をとにかくつくり上げないと、言葉で言っても、日本は世

界から孤立する。だから、日本のフルオープン化を進めることは緊急の課題だと

思っております。 

（大田議員）  根本補佐官、何かございますか。 

（根本補佐官） 大変貴重な御意見をいただきました。私もアジア・ゲートウェイ構

想を、今、総理の下で詰めておりますが、柔軟な頭で構想をまとめていきたいと

思っています。「進化するアジア・ゲートウェイ」と言っておりますが、ただいま

の議論もすべて視野に入れてやっております。特に今日は物流の問題も提示させ

ていただきましたし、国際競争力の強化ということは、当然、ここにも入ってお

ります。焦点を絞ってという話もありましたが、私も先ほど申し上げましたよう

に、プライオリティを付けながら横断的・戦略的なとりまとめをしていきたいと

思っておりますので、全力を挙げて検討を進めたいと思います。また、より良い

ものとなりますように、節目節目でまた説明し、御議論いただく機会をいただき
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たいと思います。 

（大田議員）  アジア・ゲートウェイ構想が重要だということは、皆さんの共通認識

ですので、今日の議論も踏まえて、更に御検討を深めていただきたいと思います。 

（安倍議長） 今日は特に、空港・港湾の24時間体制、またオープンスカイ等の問題

提起もありました。これは前から言われていたことなんですが、なぜ難しいかと

いうことはわかっている話ですから、何とか時間を置かずに解決する、私の内閣

で是非これは取り組んで解決をしていただきたいと思います。 

 その上で日本の国際競争力を上げていくということも当然なんですが、ＡＰＥ

ＣでもＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）でも、この説明を簡単にしまし

た。つまり、日本は閉鎖的である。閉ざされているというイメージを皆さんに変

えていただきたいと。日本は数年で大きく変わるというように世界に向かってお

話をした以上、それを着実に実行していきたい。それは、もちろん日本の国際競

争力を上げていくことにもなるんですが、アジア・太平洋の人たちにとっても、

むしろ歓迎すべきことだ。このアジア・太平洋の国々、人々にとっても、日本に

行けばより大きなチャンスが出てくる、そういう形で是非進めていただきたいと

思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

それでは、地域活性化についての議論に移りたいと思います。佐田大臣が入室

されるまでしばらくお待ちください。 

（佐田臨時議員入室） 

（大田議員）  それでは、地域活性化について、佐田大臣から御報告をいただきたい

と思います。大変恐縮ですが、５分程度でよろしくお願いいたします。 

 

○地域活性化について 

（佐田臨時議員） それでは時間がないので、早速説明をさせていただきます。 

 本日、閣議前に「地域活性化策に関する政府の取組に関する関係閣僚による会

合」が開催され、お配りしている資料「地域活性化策に関する政府の取組につい

て」を了承いただいたところでございます。 

 これは国が担うべき基礎的役割として、自主的に地域の活性化を図ろうとする

各地域それぞれの知恵と工夫を、各省庁で連携して後押しするものであります。 

 地域活性化は、総理の所信表明演説にも盛り込まれたように、内閣の重要政策

の一つであり、政府一体となって後押ししていくことが重要であると思っており

ます。こうした観点から、去る10月26日に、局長クラス全員が入っております「地

域活性化策の推進に関する検討チーム」を設置し、今後、更に検討を進めていく

ためのキックオフとなる共通認識をとりまとめたところでございます。経済財政

諮問会議の御理解、御協力もいただきながら、今後更に検討を進めてまいりたい

と思っております。 

 横長の資料を見ていただきたいと思います。この「考え方」は、やる気のある

地域が独自の取組を推進し、知恵と工夫にあふれた「魅力ある地域」に生まれ変
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わることができるよう、次のような考え方で政府一体となった取組を推進させて

いただくということであります。既に都市再生、中心市街地活性化、構造改革特

区、地域再生をはじめとした従来からの取組を更に発展・継続していきたいと思

っております。また、国・地方の双方向の連携を通じた意欲ある地域への情報や

ノウハウの提供、地域活性化を支える様々な担い手の育成、そして支援。地場産

品の活用や地域ブランドの育成等を通じた地域の産業の発展等の分野の取組を推

進していくところであります。既に構造改革特区は1,000 に近く、地方自治体に

活用していただいておりますし、都市再生又は地域再生の認定も行っているとこ

ろであります。 

 そういう中で、先進的な取組を取り出しまして、地域活性化政策を具体的にど

のように活用して展開していくかということを集積して、その中から成功例をリ

ストアップし、蓄積しているところであります。 

 今後の問題でありますけれども、今までのように、例えば申請を受けて認定し

ていくことは、積極的な地域の知恵をお借りしながら、続けていきたいと思って

おります。 

 また、新たに「地域活性化の今後の取組の姿」として、「地域活性化ナビゲータ

ー派遣制度」をつくりたいと思っております。申請して認定ということではなく

て、ワンストップサービスにする。窓口をつくりまして、例えば、うちは山紫水

明なんですけれども何とかならないかといったことや、うちは蔵のまちですけれ

どもこれを利用できないか、といったことに対して、地域活性化ナビゲーターが

行って、いろいろなスキームを紹介していく。先ほど言いました、例えば都市再

生や地域再生、構造改革特区など、あらゆるノウハウを成功例として、こちらの

方から相談に行くという制度を構築していきたい、このように思っています。 

 もう一点は、いわゆるソーシャル・キャピタルということでありますけれども、

地域の様々な担い手、自治会や企業、大学、ＮＰＯ等、あるいは行政といったと

ころの、まだ活かされていないものを、いろいろなスキームによって活性化する

ことによって、地域がよりよく、効率良く発展ができるようにしていきたいと思

っております。 

 以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、管議員から御説明をお願いします。 

（菅議員） 簡潔に御説明させていただきます。資料をお配りしてあると思います。 

 総務省でも「頑張る地方応援プログラム」を今作成いたしております。基本的

には年内に地方公共団体の首長又は学識経験者から意見を聞いて、そういうもの

を踏まえて基本方針を決めていきたいと思います。それぞれの地方には、それぞ

れの特徴・魅力がありますから、それを引き出す、頑張るところを応援していこ

うということであります。 

 （１）としまして、地方自治体によるプロジェクトを策定して公表してもらう。

それぞれ地方自治体に独自でやってもらうということであります。その成果、例

えば地場産品や子育て支援、企業立地などで成果が上がったものについては、地
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方交付税で支援措置をとっていきたい。宮古市の例ですが、資料に子どもがいる

写真がありますけれども、ここは窓口を一本にして、出生率が1.6 を超えるよう

になっており、非常に頑張っているところであります。 

 ２ページを開いていただきたいと思います。兵庫県の豊岡市でありますけれど

も、コウノトリの育成に成功して、その成功に絡んだお酒などの様々な商品を売

って、非常に成果が上がっているというところであります。 

 同時に、これは総務省だけでなく、企業誘致については経済産業省と、都市と

農村については農林水産省と、連携をしながら取り組んでおります。 

 更に、「頑張る地方を応援懇談会」を是非つくっていきたいと思っています。私

を含め副大臣、政務官が47の都道府県、市町村のどこか１か所に必ず行って、こ

のプログラムを説明したり懇談をしたい。そういう形で地方に活力ができるよう

に頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

（大田議員）  甘利議員から御説明をお願いします。 

（甘利議員） 資料の１枚目で説明をいたします。 

 地方の格差是正、あるいは地方の自立と言われますけれども、それは何かとい

うと、地方に雇用と税金を生み出す装置をつくるということなんです。公共事業

の発動は、地方の経済を一時的に引き上げる効果はありますけれども、予算が終

わった途端に効果が切れてしまうという性格が比較的強いです。もちろん、公共

事業は必要で、これからも必要なものはやっていくんですが、自立する装置とは

なかなかならないんです。税と雇用を生み出す装置をつくることが大事な視点だ

と思います。そこで、地域２法の制定を行いたいと考えております。 

 １つは、「企業立地促進を通じた地域産業活性化」、新しい企業立地の仕組みを

つくる、「地域産業活性化法（仮称）」であります。これは複数の市町村のコミッ

トメントに基づくグランドデザインに沿った企業の立地活動を、スピード感を持

って支援していく。現状では、地方の首長は、収益を上げている企業の本社詣で

をして、是非うちに工場をつくってくださいと言っていますが、これではうまく

いきません。企業がそこに立地したくなるような人材養成や各種制度のスムーズ

な運用が必要。例えば、隣に第２工場をつくろうと思っても、農地転用が待てど

暮らせど全く埒があかないということがあります。行政のスピード感が求められ

るんです。企業が必要としている周辺整備を連動してやっていくといったことを

考えなければいけないということです。人材、規制緩和、手続迅速化、新規企業

立地等を行う事業者への支援等の措置です、こういうものを総合的にプロデュー

スするところを支援するような仕組みをつくりたい。 

 もう１つは、「中小企業地域資源活用プログラムの創設」であります。これは「中

小企業地域資源活用促進法（仮称）」でありますけれども、地域にありますいろい

ろな資源、これは我が省の所管だけではなく、農林水産省、国土交通省、文部科

学省でもあると思いますが、そういった地域のいろいろな資源を活用して企業化

することを総合的に支援していくということであります。 
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 この２法について関係６省の連絡会議を立ち上げました。経済産業省以外に総

務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省とありますけれども、

一つの省の意識でやってくれということで行っておりますし、特に総務省の「頑

張る地方応援プログラム」との連携は、当初からしっかりととってやっていくと

ころであります。 

 以上です。 

（大田議員）  それでは、御意見をお願いします。まず、八代議員から。 

（八代議員） 佐田大臣から御説明がありました、地域活性化策は非常に重要だと思

いますが、特にその中でも、私は構造改革特区を更にてこ入れする必要があるの

ではないか。今は1,000 の特区ができているということでありますが、私が見る

ところじり貧でありまして、新しいアイディアのものは余り出てきていない。ま

た、提案数も減ってきている。いわば過去の遺産で食べている面があるのではな

いか。これをてこ入れするためには、岩盤となっている各省の規制を改革するこ

とへの抵抗があるわけでして、それがある程度打ち破れることを示さないと、地

方からもなかなか新しいアイディアが出てこないのではないか。構造改革特区と

いうのは、「官から民へ」という規制改革と、「国から地方へ」という地方分権の

両方を兼ね備えた小泉内閣の一種の政策の目玉になっていたわけで、これを是非、

安倍内閣で更に発展させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  ほかに御意見は。伊藤議員。 

（伊藤議員） 地域の活性化という点で、是非国の役割、地方自治体の役割、また民

間の役割、これらをきっちり分けて、余り出しゃばらないようにするという観点

が必要だと思います。 

 それから、顧客あるいは消費者が何を求めているのかという観点です。売る側

だけではなくて、買う側の利便性を是非取り入れていただきたい。なぜ駅前商店

街がシャッター通りになったのかと言えば、そこで買い物するのが何ら不便だと

いうことがあったと思うんです。それは駐車場の問題や歩道に段差があるとか、

傘をささないと駅から行けないとかといった、使う側の理由があって消費者が来

なくなっているという点を是非考えに入れて、顧客が安心して買い物ができるよ

うな街づくりをしていただきたい。そういう観点を取り入れていただきたいと思

います。 

（大田議員）  ほかによろしいですか。丹羽議員。 

（丹羽議員） 実際、これを運営していくためには、甘利議員が提案されているよう

に、関係省庁の連携、規制緩和、手続の迅速化など、本当に実行できるかどうか

にかかっていると思います。それは局長級が集まって、省庁間の連携で、誰かが

リーダーシップをとってできるかどうかです。これを現実に実行することは、な

かなかの力技だと思います。そういう意味で、もう少し実行力のある委員会とい

ったものをつくっていかないと、なかなか難しいのではないかと思います。是非、

実行力のある制度をお願いしたいと思います。 

（大田議員）  後に、佐田大臣。 
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（佐田臨時議員） 貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 

 構造改革特区について、少なくなっていると言いますけれども、策もかなり出

てきております。また、今も御指摘ありましたように、我々としては、地方から

いろいろな知恵や財産などをお示ししていただいてやっていくことが基本になっ

ております。国と地方の役割を考えたときに、当然のことだと思うんですけれど

も、国がやっているスキームを知らない方が相当多いですから、成功事例を中心

として、地域活性化ナビゲーターの派遣制度で、地域に行って、こういう同じよ

うな町があってこういうことをやって成功しました、と説明する。そういう政策

をこちらからやっていく。マンパワーでやっていく。こういうことを積極的に進

めていきたいと思っています。 

 もう１点大事なことは、今も御指摘いただいたんですけれども、まだら模様の

活性化になってはいけないと思います。今日の閣僚懇談会で意見が出されました

けれども、地域間格差の是正、地域内格差の是正もしっかりやっていかなくては

いけないということもありますので、このナビゲーターを積極的に使って、御指

摘も聞きながら進めていきたいと思います。 

（大田議員）  よろしいですか。 

では、総理。 

（安倍議長） 地方にとっては、かつては地域の活性化と言えば公共事業だったわけ

です。それは基本的には国のやり方であって、それに伴って地方がそういう構造

になっていたわけです。この５年間で、国としては思い切って方針を変えたわけ

ですけれども、各地域は以前はそうした中で地域の活性化を図ってきたところか

ら、そうではない方法で地域の活性化を図るための体制が十分にとれておらず、

いろいろと試行錯誤をしています。地域の活性化は安部内閣の大きな柱ですから、

地域の皆さんにもアイディアは出していただかなければならないんですが、その

地域に住んでいる方々は、地域のここが結構売れるということは意外とわからな

いんです。私の地元でもそうなんですが、むしろ外から来た人が、こんないいと

ころがあるのにとわかる。そういう意味ではナビゲーターに優れた人材を集めて、

もちろん無責任体制になってしまってはいけないんですが、あくまでも地域でや

っていく。しかし、良いアイディアやいろいろな視点を提供してもらったり、い

ろいろな情報等を提供していくということは、国として一つのパターンを決して

押しつけてはならないと思いますが、是非活かしてやってもらいたいと思います。 

 

○その他 

（大田議員）  ありがとうございました。 

後に私の方から１点、専門調査会について御提案させていただきます。10月

24日の経済財政諮問会議で申し上げましたように、「骨太2006」で定められました

従前の資産債務等専門調査会の改組について、私の方で準備を進めておりました。

お手元に１枚紙の資料をお配りしております。 

 金融の専門家などを加えまして、八代議員と丹羽議員を会長、顧問とする「資
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産債務改革等の実行等に関する専門調査会」に改組し、資産債務改革等の実行状

況を点検評価するとともに、資産の有効活用策を含む改善策を検討し、諮問会議

に対して報告を行うことにしてはどうかと考えております。 

 また、専門調査会の下に、「実物資産に関するワーキンググループ」と「金融資

産に関するワーキンググループ」を設置することを考えております。このような

方針で進めてよろしいでしょうか。御了解いただけますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（大田議員）  それでは、この方向で進めていきたいと思います。 

今日は盛りだくさんの議論で恐縮でしたが、ありがとうございました。これで

経済財政諮問会議を終了いたします。 

 

（以 上） 


