
平成 18 年第 26 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

○ 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） 
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○ 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） 

（概要） 

○平成 19 年度予算編成の基本方針（案）について

（大田議員） 平成 19 年度予算編成の基本方針について、原案を御審議いただく。内

閣府の担当統括官から説明する。 

（藤岡統括官） 資料「平成 19 年度予算編成の基本方針（案）」について説明する。 

第Ⅰ章「新成長経済に向けた改革の加速・深化」は、新成長経済についての基本

的考え方をまとめている。「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、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、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、としている。 

「２ 車の両輪としての行財政改革」は、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、また、改革の加速・深化とし

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

することを記述している。 

第Ⅱ章「平成 19 年度における財政健全化への基本的考え方」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、などとしている。 

各分野における歳出改革については、第１に社会保障は、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の地方財政では、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している。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行うこととしている。 

税制改革については、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 年度税制改正において、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することなどを記述している。 

予算制度改革については、いわゆるＰＤＣＡサイクルの定着に加え、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ち、諮問会議での政策決定プロセス

を強化するとしている。 

第Ⅲ章「『創造と成長』に向けた予算の重点化・効率化」は、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」としてまとめている。 

「１ 活力に満ちたオープンな経済社会の構築」の「（１）成長力の強化」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
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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い

る。 

国際競争力の強化として、「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、また、経済連携協定の取組の加速、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述している。 

次に、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いる。地域活性化は、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・強化することとしている。 

「（２）再チャレンジ支援」は、チャンスにあふれ、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脱却として、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、まとめている。 

「２ 健全で安心できる社会の実現」では、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いる。「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いる。 

（八代議員） 「平成 19 年度予算に向けて」という民間議員ペーパーについて説明す

る。 

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、「骨太 2006」

における５年間の歳出改革を確実に実行すると同時に、「創造と成長」への重点化

が必要である。また、透明性が非常に重要であり、５つの原則のもとに編成を行う

べきである。 

原則１は、民需主導の経済成長を目指し、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は、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。 

原則３は、経済成長と財政健全化を両立させるため、中期的な財政管理を重視す

る。税収の増える好況期に健全化のペースを速める一方、落ち込む不況期にはペー

スを抑制すると。こういう柔軟な健全化政策が大事であり、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る。 

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というこ

と。 

原則５は、国民への説明責任を徹底するということ。 

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

を果たすことになる。 

   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る。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
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点に鑑み、厳に慎むべきである。 

   平成 19  年度予算において、一般歳出の規模は、過去５年間の改革努力を継続す

べき。「骨太 2006」を確実に実行するため、公共投資は、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％削減。そういう原則のもと、尾身議

員におかれては、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。 

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

する必要があり、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、複数

年度にわたって予算を管理する仕組みが必要。 

そのため、諮問会議では、各年度の予算や補正予算が上記原則に沿っているか、

中期目標を達成する範囲内にあるか、を予算編成の要所においてチェックする必要

がある。 

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いる。

各年度予算案の歳出削減目標との関係、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、諮問会議に報告していただきたい。それには財務省及び総務省の協力が必

要である。 

新中期方針（ポスト「改革と展望」）において、毎年、中期目標を達成する経路

を示すことが大事。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。 

（尾身議員） 予算編成の基本方針の案について、１点確認しておきたい。５ページ「税

制改革」第３パラグラフの 後にある、「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。」の箇所は、平成 19 年度内、すなわち平成 20 年３

月末を目途に、税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組むという趣旨である

と理解してよいか。 

（大田議員） 与党税制改正大綱、閣議決定の表現を踏襲したものであり、その内容に

変更を加えた訳ではない。御指摘のとおりである。 

（尾身議員） 財政制度等審議会の建議が先日行われた。建議の内容について、資料「平

成 19 年度予算の編成等に関する建議のポイント」に基づき説明する。 

   平成 19  年度予算編成に向けては、一昨日の財政制度等審議会において、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。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、が示されている。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ＧＤ

Ｐ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いる。その上で、平成 19 年度

予算編成においては、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いる。 

このような基本的な考え方の下、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。いずれにしても、財政再建を行

うにあたり、無駄や非効率な歳出を放置したまま負担増を求めることになれば、国
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民の理解を得ることは困難である。「成長なくして財政再建なし」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。 

この考え方は、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

ているが、今後のとりまとめに向け、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。 

また、民間議員提出ペーパーについては、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、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と考えており、平成 19

年度予算編成においては、その考え方に基づき、歳出削減等を徹底して行う所存。

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考え方も

徹底すべき。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。 

今後の予算編成に当たっては、諮問会議において予算編成の基本方針等の議論を

行うとともに、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む必要があり、皆様方にも引き続き、御協力をお願

いしたい。 

今後の歳出改革に当たっては、毎年度必要な検証、見直しを行うとされており、

可能な情報提供は、これまでどおり事務方より迅速に行う。 

今後、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、骨太な議論を行うことを期待する。 

（甘利議員） 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。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

たが、大変な作業であった。普通なら党内から反発がひどくてとてもまとまらない。

もの凄く苦労してまとめた。 

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が、同時に、経

済成長戦略をきちんと掲げて、実質、名目もかなり引き上げますと。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絵図を描いたのである。税収

が堅調だと、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

が、そうではない。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、歯止めがなくばらまきになるが、政策の質も

量も限定して成長を確保している分、増税が避けられる。無駄を省くので、経済成

長戦略をきちんと前へ出している人は成長派で、これを後ろへ下げたら増税派と思

っていただいたらよい。 

その点をしっかりと頭の中にセットしていただきたい。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点。かなり乱暴なことを行ったわけなので、それ

がなければまとまらない。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、成長に資する出っ張らせる「ハリ」の部分についても、予

算、税制をきちんと仕上げていく必要がある。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。 
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複数年にわたる予算管理の重要性はそのとおりである。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。同時に、中長期に日本の潜在成長率

を引き上げる予算・税制も、総合的に検討することが必要。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である。 

（丹羽議員） 私も同感である。要するに攻めの農業や国際競争力のある農業、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。しか

し、それを行う上で、民間議員ペーパーにあるように、５つの原則をしっかり守っ

ていただければ、これらに対応できると思う。その辺はしっかり５つの原則を守っ

ていただき、必要な歳出を行うときは、ほかの経費の削減で対応することを、やは

りきちんと確認する必要があると思う。 

（伊藤議員） 成長戦略は非常に重要とのことは我々も賛成であり、何回もこの場でお

話ししたと思うが、そういうもの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う。 

補正予算の話があちこちで出ているが、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。今年度限りかもしれないという税収である

わけで、これは構造的な目的には使えない。しかも景気がいいのだから景気対策に

使うのはおかしい。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る。 

（菅議員） 地方行政の長の皆さんと会ったり、地方に行ったりするが、地方は政府に

対する不信感、将来に対する不安を持っている。16 年度交付税が削減されたので、

来年どうなるかという、そういうものに安心感を与えなければならないと感じてい

る。 

「基本方針 2006」で、地方歳出を厳しく抑制するとなっている。私も当然、 低

の目標以上のことをやりたいと思っているし、地方もその気持ちになっている。「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、地方交付税の現行

法定率の堅持などが入っている。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るので、当然

そういう解釈の上で、今度の予算編成の基本方針もできたと理解してよいか。 

（大田議員） 「基本方針 2006」の上にできている。 

（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、補正の話が出てきた。

これは私も大宗は財政再建に使うべきだと思う。ただ、100％そうかと言えば、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

るので、それを前倒しするという考え方は、部分的にあってもいいのではないか。

というのは、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回復軌

道に入るか入らないか微妙なところと言われている。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

で前倒ししてやるという発想は、私はあっていいと思う。 

（八代議員） その点は大事だと思うが、どのような基準でやっていくかが非常に難し

いので、やはり、それはきちんと本予算のシーリングの中でやっていく必要がある。

補正予算は、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

であり、安易に使えるものではない。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。バブル期にまさにその原則を守らなかったか
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らこそ、このような事態になっている。言われている点は全くそのとおりだと思う

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。 

（丹羽議員） 今日の新聞で出ていた、社会保険庁のああいう記事は、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。もう少しきちんと内容をディスクローズ

しないといけない。これは小さなことだが、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。そういう意味から、一刻も早く社保庁に、Ｐ/Ｌ（損

益計算書）とか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、はっきり国民の目になかなか映ってこない。ああいう記

事がポツポツ出るのは非常にまずいと思う。 

（塩崎議員） 安倍内閣がスタートして初めての財政政策の形を見せるわけだが、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。 

今回、補正と平成 19 年度予算とあるが、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あるが、一番 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、長期金利

にはねるようなことは避けなければいけない。やはり、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おり、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る。そうしたこともよく考

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。 

（大田議員） まず、民間議員から提言があった安倍内閣の下での予算編成の５つの原

則は、格別の反対はなく、意見は一致している。経済成長と財政再建を両立させて

いく点も同じように考えている。ただ、その場合でも、原則を守るべきだという発

言があった。 

補正予算については、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意

見、それはやはり本予算でやるべきだという意見、財政規律を守るべきだという意

見、これは意見が分かれた。まさにこれは今後議論していくことだと思う。補正予

算がこういう諮問会議という国民に見える場で議論されたこと自体、意義があると

思う。 

民間議員からもう一つ提言があった、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、これは、今後進め、内閣府から報告したい。

財務省と総務省には情報の提供、協力をいただきたい。 

予算編成の基本方針については、本日の議論を踏まえて、必要な修正を含め、与

党とも調整して、次回の諮問会議で諮問・答申できるように進めたい。 

（安倍議長） 小泉内閣において、今までずっと厳しい歳出削減を行ってきた。だんだ

んきつさは増してくるわけだが、財政の無駄をなくしていくという路線は私の内閣

でも変えないという意思は明確にしなければならない。いささかも揺るがないとい

うことだ。民間議員から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。

また、補正予算についてもいろいろと議論があったが、私としては、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と思う。 

   平成 19  年度の予算の国債発行額については、平成 18 年度より大幅に減額する必

7


平成 18 年第 26 回経済財政諮問会議 



要があり、その旨を予算編成の基本方針に盛り込むべきと考えている。また、成長

戦略は極めて重要であり、当然来年度の予算編成において重視していきたいと思う。

また、民間議員から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。 

（本間税制調査会会長 入室） 

○集中審議④：税制について

（本間税制調査会会長、以下「本間会長」） 今次の税制調査会は 11 月７日に発足し、

集中的に審議を進めているところ。新体制の発足に当たっては、総理、官房長官、

財務・総務両大臣の御指導を受け、体制もかなり大きく変わっている。専門家が多

くなったので、内容においても極めて質の高いレベルの議論が展開されており、誠

に感謝に耐えない。簡単に今の審議状況について申し上げる。 

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

目で掲げている。この税制調査会の使命及び運営、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る。鋭意この点も報告させていただき

たいと思うが、今はその方向性に沿って、全体の税制改革の流れで 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ので、その主要な

点について、簡単に説明したい。 

まず、金融証券税制。これは貯蓄から投資への要請を受けた金融所得課税の一体

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

という意見があった。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との指

摘があり、今後の課題として、損益通算の範囲の拡大を進めるべきとの意見があっ

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あった。

また、個人住民税だが、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の検討が必要との意見があ

った。この点も検討を深めていく。 

また、納税環境整備。公正な執行が税にとって不可欠なことであり、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

的な意見があった。 

また三角合併、これは国際化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あり、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

視するべきだという考え方が主流である。 

また、信託制度の抜本的な見直しも今行われつつあるが、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意見がある。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、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ある。これもしっかり議論したい。 

それから国際課税。これは今、係争中のものを含めて課税当局と各企業の間で移

転価格の問題について意見が分かれるところもある。我が国のみならず、相手国と

の関係も重要になってくる。この点で事前確認制度の手続の迅速化を行いつつ、納

税猶予制度も検討すべきとの意見があった。 

さらには、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ある。留
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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

ているが、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

摘もある。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、

積極的に検討する。 

さらに、事業承継に関する相続税の特例措置の問題。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あった。実態を把握しつつ、事業

活動承継の支援の基本的なあり方を更に検討すべきとの意見が主流である。 

減価償却制度については、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あ

った。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いる。この点についてもしっかり

と答申の中に反映させたい。 

それから外形標準課税の問題。地方税において、資本金を減資することで外形標

準課税の対象外となる事例が生じている。例えば、今まで資本金 50 億であった企

業が１億にして、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ある。 

さらに道路特定財源。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、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ある。 

後に、地球温暖化問題への対応。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いる。 

これが来年度の税制改正に関する現在の議論の内容。これを念頭に置き、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。 

なお、年明け以降の進め方について、これは総理の諮問にもあったとおり、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

ら分析するという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

と考えている。 

（伊藤議員） 「税制改革の議論について」を御説明する。 

「創造と成長」に向けて離陸するためには、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う。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考え方について着実に検討を進める必

要がある。 

本間税制調査会会長の下で、政府税制調査会の充実した活動を期待している。経

済財政諮問会議においても、「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いる。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。 

内容については、第１に、「骨太方針への反映」。税制改革についても、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。『骨太 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。 

第２に、「税制改革の基本的な考え方」については、以下の観点が重要。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。 
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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」で、この論点

を深めることが非常に重要だと考えている。というのも、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。具体的には、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。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「再チャレンジが可能な社会」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。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。例えば、雇用者世帯の半数以上

が共稼ぎであり、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。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。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という点。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。これは、金融所得課税の一体化のタイミン

グが重要な課題であると考えている。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。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。 

２つ目の観点は、徴収の公平性・効率性、納税の信頼性。徴収方法の改革等によ

り、効率性を高められないか。納税者番号の導入等により、信頼性を高められない

か。特に納税者番号については、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考えている。 

第３に、「分野横断的な重要課題」。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に報告したい。具体的には、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いる。また、先ほど申したように、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。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。地方分権改革を諮問

会議の場で議論した際、国対地方の税収比を３年以内に対等にすべきと提案したが、

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。 

（甘利議員） １枚目のペーパーで説明する。 

「Ⅰ．税制改革の理念・目標」だが、「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。 

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、日本経済に新たな活

力を取り入れ、人口減少等の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、従来の原則である公平・中

立・簡素、に加え、「国際競争力・成長力強化」を原則として進めることが必要。

こうした税制改革は、新たな国富を生み出し、その果実は企業だけでなく国民全体

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」は、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点あるが、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動していけるよう、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。 
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さらに、イノベーション強化・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、ということである。

（御手洗議員） 民間議員ペーパーを補足する。財政健全化、社会保障財源の安定的確

保の実現にはどの程度の増収措置が必要か、あるいは必要ないのか、こういう判断

を含む抜本的な改革については、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るので、来年の秋以降に具体的・本格的な議論を行うこと

になっている。こ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

ていいものについては、徹底的に議論をしておく必要があると思う。 

具体的には、安倍内閣が掲げる「活力あるオープンな経済社会の構築」、「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、基本的な考え方を、秋に向けて着実に議

論を進めていく必要がある。先ほど本間会長が説明された平成 19 年度の税制改革

についても、そういう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。

税制改革について、私の基本的な考えは、働くこと、あるいは働く機会を与える

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薄く広く

課税する。これを是非徹底してもらいたい。 

また、直間比率是正も非常に重要な課題である。直接税については、企業立地の

ため、設備投資の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。

これにより、結局、職場が増え就職チャンスが増え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と思う。 

地方税については、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、地方分権を大きく進めていくための力にしてほしいと考える。 

こういう基本的な問題については、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うので、よろしくお願いしたい。 

（丹羽議員） 私も御手洗議員と全く同じ考え。一言だけ 近の風潮について申し上げ

たい。新聞等で、マクロで個人給与があま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」という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、そのためにも、甘

利議員が言われたように、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。そういう意味で、減価償却について本間会長が言われたことは全く賛成でお

願いしたいが、法人減税があまりにも声高に言われている。来年はとりわけ重要な

年であるので、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。国民の理

解を得られるようにすることが大切だと思う。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るので、この点を是非御留意いただ

きたい。 

（八代議員） 伊藤議員が言われたことを補足する。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。配偶者控除の例も挙げられたが、配偶者が働くか働

かないかは家計が自ら決めること。今の税制は、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、こういうことは速やかに変えていただく必要があ

る。 

同じことは企業についても言える。平成 19 年度税制改正の課題として、三角合

併の解禁の話が出たが、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。意図しない形でも、税制はあくまで個人や企業の行動に中
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立であるという原則を、是非お願いしたい。 

（菅議員） 御手洗議員が地方税について言及されたが、私も全く同感だ。今日も全国

知事会があって総理にも御出席いただいたが、税源移譲については、仕事が多くて

税が少ないとの話が出た。わかりやすくするのが一番いいと私は思う。今、仕事が

６で税が４になっているから、少なくとも１対１にしたいと、前の諮問会議でも申

し上げた。そうすることで、地方分権は進んでいく。御手洗議員が言われたが、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うので、是非御理解をいた

だきたい。 

（御手洗議員） 環境税の問題について、企業は、長年にわたり公害問題に対して設備

投資を行い、部品等もグリーン部品にすることを心がけ、かなりの投資をしてきた。

もし環境税が入れば、企業に二重の負担をかけることになる。このことについては

よく調査の上、適切な判断をしていただきたい。 

（甘利議員） 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

ッティングを図っていくという私の主張に関して、丹羽議員からの御発言で、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いた。

まさにそのとおりだと思う。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、やはり雇用者にも向ける。あるいは下請け、中小企業への配慮にも

向ける。これは社会政策上も必要になるかもしれないが、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作り出す必要があるの

で、そういったことに対する自主的なコミットメントを期待する。 

（丹羽議員） 本間会長に是非お願いしたいが、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る。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。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。移転価格税制は、各国の税の奪い合いであって、

このルールがはっきりしないために、企業は大変苦労する。そのために訴訟などが

起きれば、大変出費がかさむということがあって、大変困っている。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う。 

（大田議員） では本間会長、税制調査会で根本的な議論をされるということなので、

民間議員のいろいろな論点も踏まえて、民間議員から御提案のあった、来年４月を

目途に、審議の状況を諮問会議に御報告いただくという点はよろしいか。 

（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いる。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ことも必要になってく

ると思う。 

民間議員から税調会長に転身して、大きな違いがある。民間議員は大所高所から

指導して、いろいろボールを投げる。それが安倍政権の指針になって、各行政部門

の政策に落とし込まれる。非常に意気軒昂にできる立場だが、税調会長になると、

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ある。その意味で、来

年の４月にどれぐらいのものを出せるか、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、骨太の方針を作るということで、６月にやろ

うとすると連休前にやらないといけない。それで４月に、という流れは十分理解し

ているが、十分に調整させていただきたい。また、諮問会議でどの程度発言させて

いただくかも、少し御配慮いただきたい。 

もう一つ、総理の諮問にもあったように、基礎的な分析調査機能を抜本的に高め

たい。来年１月から調査分析部会を設け、専門委員の拡充も含めしっかり対応する。
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甘利議員の話にもあった法人税減税については、そ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あっ

て、なかなか難しいと認識している。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ある。暫定的なことは申し上げられるかもしれないが、

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るので、是非また御相談させていただきたいと

いう思い。その点、是非よろしくお願いしたい。 

（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

るので、審議が、その状況でどんな具合かということを、諮問会議に御報告いただ

ければと思う。 

（塩崎議員） 本間会長の御意見に関して、一点だけ。マクロ分析のモデルを考える際、

当然、企業・個人の社会保障負担がある。あるいは、国民負担には個人レベルと企

業レベルの両方がある。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。 

（本間会長） 官房長官の御指摘は非常に重要。マクロのＧＤＰの構成比を労働と資本、

投資にどう帰属させるか。これは、社会保険料が労働所得にかかってくるし、個人

所得は法人税が絡んでいるから、全体の構成のバランスをどのようにとるかは、経

済活力の観点でも非常に重要なので、しっかり分析させていただきたい。 

（大田議員）  来年秋以降、本格的・具体的な税制改革の議論が始まるが、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。骨太方針に内閣の考え方を盛り込むという観点か

ら、来年４月にそれまでの議論の結果を御報告いただき、諮問会議で議論を進めて

いきたい。分野横断的な課題については、民間議員の方で御審議いただき、諮問会

議に報告いただきたい。多角的な分析をやっていく点については、データと手法の

共有が必要なので、諮問会議の事務方も、税調の専門委員や事務局と連携をとらせ

ていただきたい。 

（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が、税調

においては、マクロ・ミクロから議論を深め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した。 

一方、税はまさに政治そのものであり、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

制改革の基本的な哲学を、経済財政諮問会議と税調で連携して検討をしていただき

たい。来年前半には、そうした論議を踏まえ、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ので、よろしくお願いする。 

（大田議員） 本間会長には、今後とも連携をとらせていただき、議論を進めたい。 

（本間会長） 今後ともよろしくお願いする。 

（本間税制調査会会長 退室） 

○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」） 資料「アジア・ゲートウェイ構想

について」を説明する。本構想については、安倍総理が議長、私が議長代理を務め

る「アジア・ゲートウェイ戦略会議」において、基本方針と検討分野の議論をして

いる。総理の所信表明にあるように、ヒト・モノ・カネ・文化・情報の流れにおい
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て、オープンな経済社会を構築することをベースに、議論をしている。 

まず１ページ目、「アジア・ゲートウェイ構想の狙い」について。端的に２点あ

る。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

交的な側面。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

く。これにより、「目指す国の姿のイメージ」にあるとおり、日本がアジアや世界

にとって魅力ある場、人々を引きつける磁力のある国になること。 

構想の視点として３つ掲げてある。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の発展に責任ある役割を果たすという視点。 

２ページ目。３つの視点に沿って、検討課題例をまとめている。１つ目は、日本

の魅力を高め発信する。ここに「『美しい国、日本』の再評価、発信」とあるが、「日

本の良さ」「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。クリエイティブ産業は、イギリスのブレア政権

での同様の取組でも鍵になっている。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いる。北海道のニセコのスキー場での取組や、九州のフー

ドアイランド構想など、地域にそれぞれの動きが出てきているので、これらを加速

させることが重要。 

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。まさに攻

めの構造改革であるが、具体的事例として物流と人材を取り上げている。アジアの

中で、日本が、ヒトやモノの流れの中核になるということ。アジア各国が国家戦略

として取り組む中で、我が国の空港や港湾の実態は非常に厳しいものがある。ハー

ドだけではなく、ソフト、つまりその使い方に課題が山積している。物流は国際競

争力の鍵であるので、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。戦略会議でもオープンスカイといった意見も出ていた。優秀な人材は、

今世界レベルで獲得競争になっている。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。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な取組があり、留学生比率が高まると、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。人材の問題は、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るが、全体として捉え

て具体的な政策化を推進したい。 

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。 

全体の検討課題例を提示したが、例えば、地域活性化については菅議員、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議員、税関等の貿易手続

の問題については尾身議員など、御出席の各議員の御協力が是非とも必要なので、

密に相談、連携させていただきたい。また、諮問会議の重点改革の７分野にも密接

に関係するので、大田議員、民間議員にも、是非とも御協力、御支援をいただきた

い。 

３ページ目は、アジア・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いてイメージを整理している。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る。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。 
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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

るので、今までもいろいろな政策が提案されているが、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。御支援、御協力をよろし

くお願いしたい。 

（伊藤議員） 討議の時間が限られているので、焦点を絞ってお願いをする。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な焦点

を絞った議論をしていただきたいと考えている。 

例えば、具体的に言うと、羽田空港の国際化は非常に重要なポイント。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るし、

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。

23 時 30 分から午前６時 30 分ぐらいまでの時間帯、これは成田の発着禁止時間にほ

ぼ対応しているが、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。 

何回か国際会議を招致しようとしたことがあるが、深夜の発着がないということ

で欧米の忙しい方を呼ぶことができなかった。香港、シンガポール、バンコクでは、

深夜便が欧米の各主要都市に飛んでいる。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

リの便はあるが、それ以外ができない。今やシンガポール、バンコクからは、ニュ

ーヨークへのノンストップ便も飛んでおり、真夜中に飛べば、翌朝６時にＪＦＫ国

際空港に着いている。ここは是非羽田の深夜・早朝枠を活用すべき。ソフトの活用

で十分できることだから、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

うとしているが、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・国際の融合を。これこそまさにゲートウェイだと思う。こ

ういうことを実現するように議論していただきたい。 

それから、オープンスカイ、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ものだ。この話が先ほど出たが、これを是非、日

本がリーダーシップをとって、アジア地域で実現していただきたい。これこそまさ

に主張する外交になる。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。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。 

（丹羽議員） 構想の検討の段階でまだ詰まっていないと思うが、非常に範囲の広いこ

となので、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

わりふわふわした構想になっているので、焦点は国際競争力に当てていただきたい。

特に物流、税関の輸出入手続の問題。あるいは大学の問題で、柏市で東大を中心に

特区的にやっているが、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・ゲートウェイ構想の中では、特にそういう

国際競争力に焦点を当てた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が、着陸の許可がなかなかとりにくく、許可がとりやすい

台湾や韓国に下りるということがある。伊藤議員からも発言があったが、そういう

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。港湾の 24 時間
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体制も手続が実に難しい。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。これは国側の問題もあるが、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る。

焦点としては、国際競争力を強めるためにアジア・ゲートウェイ構想で何をやるか

ということを是非御検討いただきたい。 

（菅議員） この構想の中でＩＣＴを重要視してほしいと思う。なぜなら、ＧＤＰの成

長のうち今４割がＩＣＴ関係。またアジア、北米、欧州間の貿易はそれぞれバラン

スよくなっているが、情報量の流通だけは、北米－欧州間が北米－アジア間の 2.2

倍、欧州－アジア間の 28 倍にもなっている。そういう意味で、アジア－欧州間の

情報は非常に遅れているが、逆に言えば、可能性が非常に高いということなので、

是非、参考にしていただきたい。また、住友商事と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して、１週間に１回ずつ報道したそうだ

が、これにより、台湾から北海道への観光客は、97 年の報道を始める時は５万人だ

ったのが、99 年には 12 万人を超えたという。これは、メディアによって日本への

集客が成功した１つの例だが、こうした分野で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うので、是非重点を置いてほしい。 

（尾身議員） 先日メルボルンで開催されたＧ20 でも述べたが、アジアの成長と繁栄な

しには日本の成長と繁栄はない。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ので、アジア・ゲートウェイ構想は是非進めていただき

たい。 

チェンマイ・イニシアティブは、危機に際してお互いに資金を融通するという 90

年代のアジア通貨危機の教訓でつくった枠組みだが、そういうものを更に進化させ

ていきたい。これはアジアの国も賛成であるから、アジア太平洋地域へと広がるか

もしれないが、これを進めていきたい。５月にアジア開銀の総会があり、関係者が

京都に集まるので、そこでもそういう議論をしたい。 

先ほど伊藤議員、丹羽議員から指摘のあった空港と港のフルオープン化は非常に

大事。理論、構想がよくても、空港がちゃ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る。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考えている。

（根本補佐官） 大変貴重な御意見を頂いた。アジア・ゲートウェイ構想を今、総理の

下で詰めているが、柔軟な頭でまとめていきたい。「進化するアジア・ゲートウェ

イ」と言っているが、ただいまの議論もすべて視野に入れてやっている。今日は物

流の問題も提示させていただいたが、国際競争力の強化は、当然ここにも入ってい

る。焦点を絞ってという話もあったが、先ほど申し上げたように、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するため、全力を挙げて検討を進めた

い。また、より良いものとなるように、節目節目でまた説明し、御議論いただく機

会を頂きたい。 

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

日の議論も踏まえて、更に検討を深めていただきたい。 

（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

提起もあった。これは前から言われていたことだが、なぜ難しいかはわかっている

話だから、何とか時間を置かずに、私の内閣で是非取り組んで解決をしていただき

たい。 

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だが、ＡＰＥＣでも
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ＡＢＡＣ（ＡＰＥＣビジネス諮問委員会）でも、この説明を簡単にした。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変えていただきたいと。日

本は数年で大きく変わると、そういうふ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。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。 

（佐田臨時議員 入室） 

○地域活性化について

（佐田臨時議員） 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」が了承された。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

しするものである。 

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。こうした観点から、去

る 10 月 26 日に、局長級の「地域活性化策の推進に関する検討チーム」を設置した。

これには、局長クラス全員が入っており、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。経済財政諮問会議の御理解・御協力

も頂きながら、今後更に検討を進めてまいりたい。 

横長の資料を見ていただきたい。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するということである。

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・継続する。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・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。構造改革特区は既に 1,000 に近く、地方自治体が活用しているし、

都市再生又は地域再生の方の認定も行っている。そういう中で、先進的な取組を取

り出し、地域活性化施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、成功例をリストアップして蓄積しているところである。 

今後も、今までのように、例えば申請を受けて認定していくということは、積極

的な地域の知恵をお借りしながら続けていきたい。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。申請

して認定ということではなく、ワンストップサービスにする。窓口をつくり、例え

ば、うちは山紫水明なのだが何とかならないかとか、うちは蔵の街だけれどもこれ

を利用できないか、といったことに対して、いわゆる地域活性化ナビゲーターが行

ってスキームを紹介する。都市再生や地域再生、構造改革特区などのあらゆるノウ

ハウを成功例として、こちらから相談に行くという制度を新たに構築していきたい。

もう一点は、いわゆるソーシャル・キャピタルだが、地域の様々な担い手、自治

会や企業、大学、ＮＰＯ等、又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で、地域がよりよく、効率よく発

展できるようにしていきたい。 

（菅議員） 資料に沿って簡潔に御説明する。総務省でも「頑張る地方応援プログラム」
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を今作成している。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き、そ

ういうものを踏まえて基本方針を決めていきたい。それぞれの地方にはそれぞれの

特徴・魅力があるから、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

とである。 

（１）として、地方自治体に、プロジェクトを策定して公表してもらう。地方自

治体にそれぞれ独自でやってもらうということである。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、地方交付税で支援

措置をとっていきたい。例えば、宮古市の例だが、資料に子どもがいる写真がある。

ここは窓口を一本化して、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。２ページの兵庫県豊岡市では、コウノトリの育成に成功して、これに絡ん

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。 

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、都市と農村について

は農林水産省、そういうところと連携をしながら取り組んでいる。 

さらに、「頑張る地方応援懇談会（仮称）」というものをつくっていきたい。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する。そういう形で地方に活力が出るように頑張っ

ていきたい。 

（甘利議員） 資料の１枚目で説明する。地方の格差是正、地方の自立と言われるが、

それは地方に雇用と税収を生み出す装置をつくるということである。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るが、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。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のだが、自立する装置とはなかなかならない。税収と雇用

を生み出す装置をつくることが大事な視点。そこで、地域２法の制定を行いたい。

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）」である。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るが、これではうまくいかない。企業がそこに立

地したくなるような人材育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然埒があかないという

ことがある。行政のスピード感が求められる。企業が必要とする周辺整備を連動し

てやっていくことを考えなければいけない。人材、規制緩和、手続の迅速化等、新

規企業立地を行う事業者への支援措置を総合的にプロデュースする仕組みをつく

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」。これは「中小企業地域

資源活用促進法（仮称）」だが、地域にあるいろいろな資源、我が省の所管だけで

はなくて、農林水産省、国土交通省、文部科学省でもあると思うが、地域の各種資

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。 

この２法について関係６省の連絡会議を立ち上げた。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、国土交通省とあるが、一つの省の意識でや

ってくれと言って行っているし、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ってやっているところである。 

（八代議員） 佐田臨時議員から御説明があった地域活性化策は非常に重要だと思うが、

特にその中でも、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だが、私が見るところじり貧であり、新しい
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アイデ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。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、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アが出てこないのではないか。構

造改革特区は、「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構造改革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。 

（伊藤議員） 地域の活性化という点で、国、地方自治体、民間の役割をきっちり分け

て、余り出しゃばらないようにするという観点が必要。 

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。売る側だけで

はなく、買う側の利便性という観点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か不便だとい

うことがあったと思う。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等の使う側の理由で、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街作り、そういう観点を取り入

れていただきたい。 

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

関係省庁の連携、規制緩和、手続の迅速化などを本当に実行できるかどうかにかか

っている。局長級が集まって、省庁間の連携が、誰かがリーダーシップをとってで

きるかどうか。これを現実に実行するのはなかなかの力技だと思う。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。是非、実行力のある制度をお願いしたい。 

（佐田臨時議員） 貴重な御意見を頂き感謝する。構造改革特区が少なくなっていると

のことだが、策もかなり出てきている。また、今も御指摘があったように、我々と

しては、地方からいろいろ知恵や財産などを示していただいてやっていくことが基

本。国と地方の役割を考えたときに、国がやっているスキームを知らない方が相当

多いので、成功事例を中心として、地域活性化ナビゲーター派遣制度というもので、

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。 

もう１点大事なことは、今も御指摘いただいたが、まだら模様の活性化になって

はいけないということ。今日の閣僚懇談会で意見が出されたが、地域間格差の是正、

地域内の格差の是正もしっかりやっていかなくてはいけないので、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。 

（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。それ

は基本的には国のやり方で、それに伴って地方がそういう構造になっていた。この

５年間で、国としては思い切って方針を変えたわけだが、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から、そうではない方法で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る。地域の活性化は安倍内閣

の大きな柱であり、地域の皆さんにもアイデアは出していただかなければならない

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。私の地元でもそうだが、むしろ外から来た人が、こんなにいい所がある

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が、あくまでも地域でやっていく。しかし、

いいアイデアやいろいろな視点、情報等を提供していくということは、国として一
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つのパターンを決して押しつけてはならないが、是非活かしてやってもらいたい。

○その他

（大田議員） 専門調査会について御提案する。10 月 24 日の諮問会議で申し上げたよ

うに、「骨太 2006」で定められた従前の資産債務等専門調査会の改組について、準

備を進めてきた。お手元の１枚紙の資料だが、金融の専門家等を加え、八代議員と

丹羽議員を会長、顧問とする「資産債務改革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いる。

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いる。このような方針で

進めてよろしいか。 

（「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。 

      （以 上）
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