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平成 19 年第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年４月 25 日(水） 16:22～17:39 

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     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     八 代  尚 宏  国際基督教大学教養学部教授 

 

      大 野  松 茂  総務副大臣 

      山 本  幸 三  経済産業副大臣 

            香 西       泰  税制調査会会長 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）税制改革について 

（２）歳出・歳入一体改革について 

（３）成長力加速プログラムについて 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○香西税制調査会会長提出資料 
○税制改革の基本哲学について（有識者議員提出資料） 
○税制改革に向けての基本的な視点について（甘利議員提出資料） 
○歳出・歳入一体改革について（有識者議員提出資料） 
○歳出・歳入一体改革について（尾身議員提出資料） 
○歳出・歳入一体改革について（菅議員提出資料） 
○地域間の財政力差の縮小について（菅議員・尾身議員提出資料） 
○安倍政権の成長戦略について（甘利議員提出資料） 
○成長力加速プログラム 
 

（配付資料） 

○成長力加速プログラム・タスクフォースの設置について（内閣府） 
 
（概要） 
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○税制改革について 

（香西税制調査会会長） 本日は税制調査会における審議経過と今後注力すべきと考え

る検討の視角、項目について簡単に御報告させていただく。 

Ⅰ審議経過について。税制調査会は、昨年 11 月に安倍議長からかなり具体的な

項目にわたる御諮問をいただき、何年度の税制改革如何というようなものではなく、

多くの具体的な質問が含まれていた。私どもはそれを一つのめどとして審議を開始

している。 

その一環として、具体的な検討について調査分析部会を設置し、ここで領域を３

つに分け、学者、研究者を中心とした研究を開始した。若手の優秀な学者を動員し

専門委員として任命し、税制調査会独自の結果をいろいろ出していきたい。検証結

果もアイデアもつくっていきたい。 

Ⅱ海外調査結果の概要について。同時に海外調査を今回行い、３月にはドイツ、

オランダ、フランスを視察した。調査分析部会の部会長の一橋大学の田近教授、税

法の専門家である東京大学の中里教授の２人に事務局が随行した。 

それらの国で非常に印象的であったのは、安定的財源確保のための税制改革を行

っているということ。例えばドイツが代表的であるが、付加価値税を 16％から 19％

に引き上げた。19％というのはＥＵの平均水準であるので、今まで多少低かったと

いうことである。こういう大衆課税的なものが上がる一方で、数字的には非常に少

ない数の人の話であるが所得税の 高税率を引き上げている。 

   こうして得られた増収分の３分の２は、財政再建に充てることになっている。ド

イツは、2002 年以降マーストリヒト条約で決められた赤字３％以下という条件を満

たしておらず、３％以上の赤字であった。2005 年から 2006 年は２％台及び１％台

となり３％以下に落ちていて、2007 年からは付加価値税の引上げによって財政再建

を一応達成できるという見込みに立っている。 

その一方で、残り３分の１は失業保険料の引下げになる。こういう社会保障負担

との関係で財源がいろいろ問題になるのは日本でもある。年金の保険料は上限が既

に 2004 年の改革により 18.3％で頭打ちとなる一方、基礎年金は今後国庫が半分持

つことになっていることと似たことかもしれない。そういう点が一つの潮流である。 

   ＥＵの経済が一体化してグローバル化している中で、競争力を維持しなければい

けないので、法人税及び金融所得税の改革が行われた。法人実効税率とは、地方税

を含めた法人税であるが、これを約９％ポイント引下げ、一方では課税ベースを拡

大することによって、減収額の６分の５を補てんすることができた。完全中立、歳

入中立というわけではないが、かなり稼いで財政面も配慮しながら、しかし競争力

を強める、そういう改革が行われた。オランダも似たような形で、税率の引下げを

行うと同時に、課税ベースが非常に少なくなってくることを防ぐためにいろいろな

措置がとられている。またその中で、2001 年の段階で、人的控除、扶養者控除とか、

日本で言えば配偶者控除といったものである所得控除が従来であったものが、それ

に代わって税額控除制度が導入されることが決まっている。税額控除の使い方につ

いては日本でもいろいろ議論が既に始まっているが、オランダの場合はいわゆる還

付付き、給付付きというところまではまだいっていない。 

所得税も、総合所得税、つまりすべての所得をいわば横に並べてという形ではな

く、分類所得税になっている。伝統的には日本でも分類所得税がかなり大きな額で

あったが、シャウプ勧告で総合所得税という形になった。それでも、実は分類所得

税の考え方は生き残ってきてはいる。しかし、従来、総合所得課税が税の中心だと

考えられている点からすると、分類所得税がかなり表面に出てきた。これはここだ
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けの現象ではなく、各国でもかなり見られている。 

またフランスは特に 近改定が行われるというよりも、いろいろな税制の議論が

あると聞いている。その中でも、社会保障目的の付加価値税を引上げるが社会保険

料を引下げる、こういう形の財源の入れ替えのようなものが盛んに行われているこ

とが一つの特徴ではないか。 

Ⅲ主要論点をめぐる考え方の整理について。税制調査会としては、いろいろな問

題をなるべく理論的、実証的に解明することから仕事を始めて、だんだんと制度設

計の方に問題を移していきたい。税制調査会の中で今後どういうふうにするか、あ

るいは基本的な考えをどうするかについては、実はまだ十分な討議をする余裕がな

かった。以下に述べることは、どちらかといえば私の心づもりであるが、問題を詰

めていく中で次第に基本的な原則が浮かび上がってくるように今後議論を進めて

いきたい。 

活性化が非常に大事だと思うが、これはドイツのように国際的な環境の中で企業

課税をどうするかという問題が、日本はもっと深刻な状態になるのかどうかという

見極めがまず必要。ドイツの場合は、ＥＵの中で 近非常に資本移動が活発になっ

ていて、ドイツ一国でやるよりはＥＵの中でドイツ企業が活躍することはいいこと

だということは全体としてある。しかし、それが現在タックスイベージョン、要す

るに税金を免れるために税金の安いところへ分社化して会社を持っていき進出す

る、あるいはいろんなテクニックを使って、例えば、たくさん借金をして利潤がな

かったということにして税金を免れる、というような競争が起こっている。いわば

ＥＵは、タックスコンペティションと彼らは言っているが、実態はタックスのダン

ピングのような形で税率引下げ競争がある程度行われている。 

それに対応するために、あまり高い税率、外国より高い税率は避けたいというの

が一つの要因であることは間違いない。しかしそれと同時に、ドイツとしてはもう

一つの考え方として、ＥＵの中でドイツ企業が活躍してそこで世界的な競争力を持

つ、ドイツ国内の雇用や賃金のためにはそういう企業がなければならないという考

え方は、かなり共通して国民が持っている感じがした。2001 年に法人税減税が社会

民主党のシュレーダー内閣で行われた。今回は連立内閣で法人税の引下げが大衆課

税である付加価値税の引上げと同時に政治的にすんなりおさまっていったという

ことである。日本の今後の海外との付き合い方というのが、企業がどういう形でア

ジア諸国、あるいはその他に展開してどういうふうになるのかということを見極め

る、そのことが一つの条件である。ドイツでは法人税を引下げたが、課税ベース拡

大で６分の５まではちゃんと回復した。つまり歳入中立ではないが、かなりそれに

近いことになった。 

地方税も影響を受けたが、こちらは営業税という歳入中立の形で落ち着けた形に

なっていて、別の財源をいろいろ探す努力は相当行われたのだろう。 

これも財政赤字が一応克服された、つまりマーストリヒト条約違反の条件が改善

したということで、ドイツの法人税改正は2008年から行われることになっている。

これについて、日本もそれに非常に似ていると考えるのか、日本の状態はそうでな

いと考えるのかというところをもう少し詰めたい。 

それから税と社会保障の問題は、次の安定財源についても大きな問題として各国

で議論されている。経済成長が財政健全化にとって必要であることは大前提である

が、逆に財政の健全化が進めば、それが持続的な経済成長の土台であると考えられ

るという面もある。例えば、インフレ懸念は財政が健全なら少しは薄れる、金利は

下がっていられるということもあるので、税をとる方の立場にある人間としては、
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そういう観点も是非広めていただきたい。 

日本の場合は少子高齢化社会になると、どうしても歳出が増大するであろうし、

これまで非常に多いと思っていた家計貯蓄も、働き手、貯蓄をする方が少なくなり、

引き出す方が多くなるとだんだん減少していく。こうなると、例えば国債をまた出

すことがむしろ難しくなってくるかもしれない。グローバル化の中で日本がちゃん

と成長できるのかどうか、この国の将来を託す世代の肩の荷がこのままでは非常に

重くなるという一種の逼塞感、そういうものを考えると着実に安定財源を確保して

いくことが必要である。 

この点について更にややミクロ的になるが、経済社会構造が変化する中でいろい

ろな問題が起きている。雇用形態の多様化・流動化、少子化、こういった変化が起

きており、総じて言えば若年層を中心として社会格差、所得格差が拡大してきた。 

こういったものを税制面において対応することは、当然要求される。その場合１

つの問題は、税制について言えば、低所得層は税金を納める必要がない人たちであ

り、減税をしてもあまりすぐには影響が及ばない。それに対して社会保障の保険料

は、保険料を払えない人もたくさんいるが、企業に就職していれば社会保険料は払

わなければいけない。それは相当の負担になる。これは税として言えば比例税にな

り累進税ではないから、低所得層のところでは税負担というのはあまり問題になら

ないと思うが、社会保険負担もかなりある。と同時に、社会保険料の負担を企業も

している。 

近のＪＥＴＲＯの広報にスウェーデンの春の予算が載っていたが、その中では

若者の雇用を増やした企業には社会保険料の企業負担分を軽減する政策もとって

いる。いわば税と社会保険と両方でという感じの対象ができている。日本では少子

化であり、むしろ若い人は引く手あまたになるかもしれないので、同じことをしろ

ということではないが、そういった海外の例もあり、全体としてどういうふうに安

定財源を達成し、社会構造変化に対応するかが大事。 

さらに地方分権については、国と地方の財政状況を踏まえつつ国と地方の役割分

担が今後分権促進法によって次第に明らかになってくることを期待しているが、同

時に、地方税の偏在性の是正の方向に沿った検討が必要である。 

後に、安定的な財源を求めている私どもとしては、税収が増えたからといって

歳出で逆にばらまきが復活することは、将来の安定財源を得るためには非常にマイ

ナスになることを懸念している。その意味で歳出・歳入一体改革を進める中で、私

どもは歳入面を努力していきたい。それから歳出・歳入だけではなく、諸改革との

連携を密にしながら、この税制の新しい構想を描いていきたい。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパー「税制改革の基本哲学について」。所得税、消費税、

法人税などを含むすべての税の新しい制度を構築するため、３つの視点、６つの柱

が重要であると考えている。 

３つの視点で点検する。１つ目は、納税者の立場に立って設計されているか。納

税者が納得し、かつ納税の利便性が確保される。真に必要な人に必要な配慮がなさ

れる。将来世代に責任をもち、負担を先送りしないという視点が重要である。２つ

目は、経済社会の変化に対応しているか。これは少子高齢化、グローバル化などで

ある。３つ目は、受益と負担の両面から総合的に設計されているか。省庁の縦割り

を超えた対応が必要である。 

次に、実現すべき６つの柱。１番目の柱は、イノベーションとオープンな経済シ

ステムによって経済成長を加速する。成長力強化、生産性向上に向けて、税制も含

めた総合的な取組が重要である。また生産活動や就労意欲を阻害しないよう、“広
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く薄く”の観点に立って、法人課税や所得課税を設計する。リスクへの挑戦を促す

観点から、金融所得課税を見直す。 

   ２番目の柱は、多様なライフスタイルや経済活動を実現する。人生のいろいろな

ライフステージに応じて、税制が歪みをもたらさないよう各種控除制度を見直すこ

とが重要である。投資等の経済活動に対して税が歪みをもたらさないよう、また租

税回避行動による不公平や資源のロスが生じないようにする。寄付金税制の拡充を

検討する。 

３番目の柱は、世代間・世代内の公平を実現する。各世代への長期的影響をチェ

ックする仕組みを考えてはどうか。受益と負担の双方を含めた制度全体の再設計が

必要であり、真に必要な人に必要な対応がなされるようにする。世代を超えた格差

の固定化を防ぐよう税制等の設計を行うことで、格差が次の世代に持ち越されるこ

とのないようにする。 

４番目の柱は、非常に重要な点だが、税と社会保障を一体的に設計し、持続的で

安心できる仕組みを実現する。社会保障や少子化対策について、受益と負担の望ま

しい水準を適切に判断する。歳出改革等によって対応しきれない負担増については、

安定的な財源を確保し、将来世代への負担の先送りを行わないようにする。これは

先ほどの香西会長からのお話にも沿うものである。 

５番目の柱は、真の地方分権を実現する。税制が果たす役割が重要であると考え

る。国と地方の税収比を５：５とすることを視野に入れて、補助金・税源配分・交

付税・地方債の一体的な改革に取り組む。国と地方の税目・税源配分について、地

方交付税財源を含めて大胆に見直し、地域間の税源偏在を是正する。 

６番目の柱は、納税者の信頼を確保し、かつ公平・効率的な徴収体制を実現する。

このために一番重要と考えるのは納税者番号の導入である。納税者番号の導入に向

けて、社会保障番号との関係の整理を含め具体的な検討を進める時期に来ている。

ＩＴ政府とも関係するが、税制を簡素化するとともに電子申告を促進し、徴収方法

を効率化する。税制を簡素化しないと電子申告もなかなか促進しないという観点か

らも簡素化を促進したい。添付資料については省略する。 

（丹羽議員） 香西会長、民間議員の説明、また甘利議員からのペーパーも、「経済成

長なくして改革なし」ということと「歳出と歳入の一体化」がポイントとして挙げ

られている。１点だけ、香西会長も当然おわかりで、御留意いただきたいのは、国

民の納税意識を高めなくてはいけないということ。「広く・薄く・公平」の３原則

に基づくと、 近私がイメージするのは、低い税負担で高い負担感と、税に結構高

い負担感を持っている。公平性や税の無駄遣いが目につくから、そういう言葉が出

ているように思う。納税意識をもっと持ってもらうように、税の在り方についても

アカウンタビリティ、国民によく説明ができるような分かりやすい言葉で、公平な

税の在り方に極力力点を置いていただきたい。 

（尾身議員） ５番目の柱、真の地方分権を実現するということで、地方の自立性を高

めるため国と地方の税収比を５：５とするとある。今は 5.5：4.5 となっているが、

地域間の税源偏在を是正することとこの要請とは、現実には全く矛盾すると思う。

つまり国が 5.5 をとって地方に交付税で分けて、その分け方で足らない例えば島根

県などに、実は東京からとった税金を回していることになっているわけである。と

ころが、それを５：５にして地方にその分だけ余計に地方税を回すとどうなるかと

いうと、東京と島根県の格差がもっと広がり、税源の偏在が顕在化してくることに

なる。地域間の税源偏差を是正するとあるが、もともと島根県には税源がない。納

める人も納める企業もいない。東京は納める人も納める企業もものすごく多い。そ
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の結果、東京がものすごくお金が余って島根県が足らない。足らない県がたくさん

あるが、それは中央でとって配分し直すことをやらないと、どうしたってうまくい

かない。それを、５：５にするという抽象論の世界で考えると、格差がますます広

がって、東京にはものすごくお金が入るが島根には入らない。現実に、納める人も

納める企業もないから税源の偏在がある。その偏在を是正し地域間の格差を是正す

る方向にいかなければならないのに、５：５にするのは方向性としては考え方が全

く逆ではないか。現実から見て、この考え方だけは賛成できないことを申し上げて

おく。 

（山本経済産業副大臣） 経済産業省は成長重視が一番大事だと思っている。特に国際

的なイコールフッティングの確保、研究開発、ＩＴ、人材などイノベーションを実

現する投資を加速する観点が極めて重要である。よろしくお願いする。 

（伊藤議員） 地域間の税源偏在の是正については、「国と地方の税目・税源配分につ

いて、地方交付税財源を含めて大胆に見直し」というのが入っているので、これを

考えれば矛盾しないというのが我々の意見。 

（尾身議員） ５：５と言っているから、私は違うと言っている。 

（丹羽議員） 地域間の財政力の差の縮小や地方税の偏在性の是正については、民間議

員としてもまだ意見があり、諮問会議において十分議論していく課題であると思う

ので、引き続き議論をさせていただきたい。 

（大田議員）  今日は香西会長及び民間議員から大変包括的な御提案をいただいたので、

これらをベースにして、基本哲学の取りまとめ向けて更に議論を深めていきたい。 

（香西税制調査会会長 退室） 

 

○歳出・歳入一体改革について 

（八代議員） 香西会長からお話があったように、経済成長が財政の健全化にとって不

可欠であると同時に、長期金利の安定化等、財政の健全化なくして持続的な成長の

確保ができない、これは基本である。安倍内閣において、歳出・歳入一体改革は成

長力加速と並ぶ 重要課題であり、「基本方針 2006」に沿った取組を実行しなけれ

ばならない。歳出改革はスタートしたばかりであり、平成 20 年度予算においても

19 年度予算と同様に 大限の努力を行う必要がある。 

第１に、平成 20 年度における歳出・歳入一体改革の進め方。歳出改革を徹底さ

せる。「骨太 2007」において、主要歳出項目の改革の具体化を何よりも進めなけれ

ばいけない。「進路と戦略」における予算原則として、３ページ目の注に書いてあ

るように、５つの原則がある。これを徹底しなければいけない。原則１は、景気を

支えるために、政府が需要を積み増す政策はとらず、民間需要主導の経済成長を目

指さなければいけない。原則２は、税の自然増収は安易な歳出等に振り向けず、将

来の国民負担の軽減に向ける。原則３は、経済成長と財政健全化を両立させるため、

中期的な視点を重視する。原則４は、これが一番大事だが、新たに必要な歳出増を

行う際は、原則として他の経費の削減で対応する。原則５は、国民への説明責任を

徹底する。この「進路と戦略」の原則に沿って、財政健全化の中期目標の実現と整

合的であるかを点検しつつ、歳出・歳入一体改革を推進する。抜本的税制改革につ

いては、今も議論があったが、本年秋以降に本格的・具体的な議論を行う。これを

円滑に進めるためにも、伊藤議員から御説明があった税制改革の基本哲学について

検討を進める。 

第２に、歳出改革への具体的な取組み。社会保障については、高コスト構造是正

をはじめとする改革により、「基本方針 2006」、国 1.1 兆円、国・地方合わせて 1.6
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兆円の伸びの抑制を確実に達成する必要がある。また、医療や介護を中心とした高

コスト構造是正プログラムの策定を踏まえ、年内に「基本方針 2006」を達成するた

めに必要な改革の道筋を示す。 

公共投資については、入札談合の廃絶、コストの更なる縮減、真に必要な事業へ

の重点化、地域のニーズに応じたきめ細かな対応に全力を挙げることにより、20

年度予算においても 19 年度予算に続き 大限の削減を行う。 

公務員の人件費についても、地方分権改革を推進し国と地方の業務の重複をなく

し効率化することにより、更なる定員の縮減を目指す。また、給与についても地域

の民間給与をより一層反映する形に、官民格差の是正を図る必要がある。これらの

改革を推進することにより、公務員人件費については、更なる削減が目指される。 

その他の文教、科学技術、ＯＤＡ等については、科学技術等増えるものもあるが、

全体としては、「基本方針 2006」に沿って、 大限の削減を行う必要がある。 

（尾身議員） 歳入・歳出一体改革について。現在の財政状況は、簡単に言うと、国・

地方合わせて 773 兆円の債務があって、ＧＤＰ比で 148％。主要先進国の中で 高

の水準である。表にあるように、日本だけ高く、その中でも一番高いという債務残

高である。他方、国民の負担率は 39.7％。アメリカが 31.9％で低いが、アメリカ

は国民皆保険制度がないので、私どもが修正すると８％ぐらい上乗せになり、アメ

リカと並んでほぼ 40％で世界一負担が低い。実質的に 低水準である。 

財政制度等審議会においても、国民全体の受益と負担が乖離しているこの状態を

「中福祉－低負担」とも言われている。この差が将来にツケが回っていると指摘さ

れている。 

内閣府のプライマリー・バランスの試算について、試算の前提は、①高齢化の進

展に伴う自然増が６兆円程度、②基礎年金国庫負担率の引上げがある。表の③と④

の要因が計算上入っていない。③は少子化対策。今の人口１億 2,800 万が 50 年後

には 9,000 万に、100 年後には 4,500 万になるというのが人口問題研究所の見通し

で、今何もしないとこういうことになる。だから、少子化対策を抜本的に強化しな

いと、国家百年の計から見て日本という国家が衰運をたどると思っている。今、少

子化対策で検討していただいており、これを相当考えなければいけない。 

フランスは 30 年前に日本と同じ出生率の 1.90 であったのが、日本は 30 年間に

1.26 まで下がり、フランスは 2.0 まで上がって人口は増加しており、日本は人口が

世界一減。フランスを見てみるとＧＤＰの 3.02％を少子化対策に使っている。日本

はその４分の１の 0.74％で、財務大臣としてもっとお金を使った方がいいというの

は言いにくい話であるが、やはりある程度少子化対策をやらないと、100 年後に人

口が３分の１になってしまうのは国家として容認できない。したがって、是非抜本

的な対応をしていかなければならない。このための費用も見込まなければならない

というのが③である。 

④は770 兆円の債務があるので、１％金利が上がると7.7 兆円の負担増になる。

日本の金利は非常に低い水準になっており、好むと好まざるとにかかわらず数年の

うちにはある程度上がることを覚悟せざるを得ない。 

したがって、③と④の要因を十分考えて財政再建や経済活性化を実現していかな

ければならない。今度の「基本方針 2007」では③と④の要因をどういうふうに入れ

るかはまた別として、この要因も考えた上で、歳入・歳出一体改革について、この

経済財政諮問会議で方針を決めていただきたい。 

税制改革についても、高齢化の進展に伴う社会保障支出の増加のほかに、基礎年

金国庫負担割合の引上げ、少子化対策のための費用、そういうものも全部含めた上
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で、この秋以降本格的な税制改正の議論、歳入・歳出一体改革をやっていただかな

ければならない。この 19 年度を目途に、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち

合う観点から、消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組むという

のが総理の施政方針にもあるので、今度の「基本方針 2007」においても、歳入・歳

出一体改革という項目をしっかりと立て、基本方針を柱立てしていただきたい。 

（大野総務副大臣） 地方財政の観点から歳出・歳入一体改革について御説明する。昨

年決定した「基本方針 2006」に沿って、給与費の歳出削減にしっかりと取り組んで

いるところであり、平成 19 年度も徹底した歳出見直しに取り組んでいく。 

資料の 1 ページ目。現状は、フローでは平成 19 年度の財源不足が 4.4 兆円もあ

る。ストックでは債務残高は 199 兆円と、対ＧＤＰ比でＯＥＣＤ諸国の約６倍の水

準になっている。これらを早期に縮小しなければならない。 

２ページ目。歳出面では、人件費や公共投資の抑制に取り組んでいるわけだが、

グラフにあるとおり、社会保障関係費が、地方も国と同様に大幅に増加していくこ

とが見込まれている。充実が検討されている少子化対策については、国費が 1.3 兆

円、地方一般財源が 2.8 兆円で、地方の役割と負担が非常に大きな分野であること

に留意していく必要がある。歳出の削減、財源不足と債務残高の縮小に努めていく

ことが大事である。その際に重要なのは、頑張った地方が報われること。地方の頑

張りの成果を地方の健全化につなげていきたい。 

次に、尾身議員と連名の資料「地域間の財政力差の縮小について」。近年、地方

法人二税の税収が急速に回復していることを背景に、地域間の税収の差が拡がる傾

向にある。東京都の税収は、この４年間で約１兆 4,000 億円増加している。地域間

の税収の偏りの是正は、単に富裕団体の超過財源を減らせばいいという発想に立つ

のではなく、地方自治制度の在り方として、一部の地方団体に地方法人二税の税収

が集中する地方税上の構造的な問題をどのように解決するかという観点から取り

組むべきものと考える。尾身議員と御相談させていただき、早急に検討すべき課題

として、総務・財務両省で実務者レベルの協議を開始したところである。今後幅広

く検討を進めていくが、地域間の偏りが も小さい地方の基幹税である地方消費税

の充実などにより、できる限り偏在度の小さい地方税体系を構築することが重要で

あると思う。 

（尾身議員） 総務省と財務省が共同で検討した結果の資料について。簡単に言うと、

現在、黒字の地方団体は東京と愛知県であるが、東京が１兆 4,000 億円の黒字。下

の８つの県の赤字全部に匹敵しており、著しく中央と地方の格差がついており、こ

れがいわゆる地域格差になっている。国と地方の合計等を比べると国の方が財政が

きつい。しかし、地方公共団体の間の格差がもう許容できないところまで来ており、

財務省、総務省で共同のプロジェクトチームをつくって、どうしたら格差を是正で

きるかを検討中である。 

具体的な格差是正の方法については意見がまだ固まってないが、安倍政権におい

て格差是正は 大の問題の一つだと考えている。もともと税源がない地方と、企業

が集中し、お金持ちが大勢いる東京との格差をどうやって是正していくかという観

点から、何らかの手を打たないと大変なことになる。この問題を両省で相談して解

決策を見い出そうと考えている。その点については全く意見が一致しており、これ

を進めていきたい。 

その一環として、先ほど申し上げた地方税源をもっと増やして国の税源を少なく

するということになると、格差是正のための財源がますます少なくなり、格差が広

がるという結果になるので、現実の問題として全体の改革とは逆方向になるのでは
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ないか。この点についてもしっかりと御議論をいただきたい。 

（八代議員） 先ほど尾身議員が少子化対策が重要だと言われたことは、全くそのとお

りである。ただ、少子化対策について、フランスと日本とはかなり状況が違い、例

えば、労働市場を見ても、フランスと比べて日本の労働市場は極めて硬直的な面が

ある。具体的に例を挙げると、日本の働き方は基本的に言えば結婚した女性は働か

ないことを原則としていろんな雇用慣行等ができており、これは職種別のフランス

の労働市場とは大きな違いがある。その意味で一旦企業を退職した女性の場合は再

び中途採用される機会がフランスと違って非常に低いので、その結果生涯で見ると

極めて大きな逸失所得という不利を被る。こういうものを財政で全部補てんしよう

としたら膨大な額になる。したがって、日本についてはもっと働き方の多様化を促

すような労働市場の制度改革を行うことにより、働く機会が与えられれば、子育て

面での不利な状況はかなり改善される。 

保育の制度についてもまだまだ硬直的な面があり、全国的に見ても余っている保

育所と足りない保育所との格差が非常にある。こういう合理化を進めることによっ

て、フランスほどお金をかけることなく少子化対策を実現する余地はまだ十分にあ

る。もちろん必要な少子化対策の財源は確保しなければならないが、そのときも先

ほど御紹介した基本原則により、必要な少子化対策の支出増は、他の歳出減によっ

て補うという原則が成り立つ。 

例えば公共投資についても、民間議員ペーパーの４ページ目に、入札談合による

不当利得の推計値というのが載っている。これは公正取引委員会が 2004 年に公表

した資料で、様々な事件に伴う不当利得の推計値であるが、これを単純に平均する

と約 19％に上る。談合に伴う企業の超過利潤がこれだけあるわけだから、談合を更

に抑制することにより、公共投資の実額は変わらずに 10％ぐらい金額的には削減す

る余地がある。 

公務員の人件費についても、民間議員ペーパーの 後にあるように各都道府県に

おける民間企業と地方公務員の給与を比較すると非常に大きな格差がある。これは

単に公平性の観点からだけでなく、地方における人材が過度に公務員部門に吸収さ

れてしまうという問題でもある。こういう無駄をなくす余地はまだ日本に大きいの

で、単純にフランスの少子化対策と比較できないのではないか。大事なのは制度改

革を進めること。それにより財政の効率化と少子化対策を実現していくことは、決

して矛盾しない状況にあるのではないか。 

（丹羽議員） 地域間の財政力の差は地方分権改革推進委員会でも大変なテーマになっ

ている。これはかなり認識されており、我々民間議員としてもいろいろ意見がある

ので、諮問会議において、これから尾身議員、菅議員の御意見も聞きながら、十分

議論を進めていくテーマだと思う。東京対地方、 この格差は絶大のものがあるし、

これを何とかしなければいけないという認識は持っている。地方の役割と中央の役

割についても、これから地方分権改革推進委員会で議論されていくと思うが、諮問

会議においてもいずれ地方分権についてのテーマが取り上げられると思うので、こ

の問題は引き続き課題として議論させていただきたいと考えている。 

            （塩崎議員、菅議員  入室） 

（伊藤議員） 先ほど尾身議員から５：５にすることと、地方偏在を是正することが矛

盾するのではないかという御指摘があったが、５：５は総額の比である。確かに現

在の税体系をそのままにして比例的にこれを地方の取り分を増やすということで

あれば、これは地域間の税源偏在を促進、悪化するというのは、そのとおりである。 

しかし、我々は税目、税源配分について見直そうと言っている。菅議員、尾身議
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員の連名のペーパーを見ると分かるように、地方法人二税、地方消費税は偏在度が

違う。したがって、例えば地方法人税二税を下げて地方消費税を上げると、地域間

の税源偏在は自動的に是正される。したがって、総額の議論とその配分の議論とは

別であり、これは矛盾することはない。 

（尾身議員） 偏在度は、地方消費税は２倍、地方法人二税は６倍になっている。倍率

の高い税を各地方で徴収をする税にすると、例えば東京に入った税はほかに回すこ

とができなくなる。伊藤議員が言われたように、今の地方法人二税を引き下げて地

方消費税を上げれば、もちろん偏在是正の効果は幾らかあるが、東京や沖縄で別々

に、一旦とってしまった税を、東京から沖縄に回すことはできない。そういう意味

では、国でとってプールをして適正な配分をしていかないと、格差是正的なことが

できない。格差是正の財源が少なくなるという意味で極めて難しくなる。この点だ

けは、是非御理解いただきたい。 

子育てについて、お金だけでやろうと言っているのではない。もちろん、社会的

な慣習や企業、社会、国家、地方、全部が協力をしてシステムを直した上でやらな

ければならない。やらなければならないが、お金の使い方そのものがフランスでは

４倍になっている。子育て問題、少子化問題を本格的にやろうと思ったらある程度

のことは覚悟していかなければいけない。お金は今のままで制度だけ直したら人口

が増えるとか、少子化対策が済むというような、生やさしい問題ではないと私は考

えている。どういうことをやるのかといった内容については、別のところで検討し

ていただいているので、その議論の結果を踏まえ、我々の方もそれなりの対応をし

なければならないということを財政上申し上げている。決してほかの対策をやるな

ということではないが、ほかの対策だけで今の少子化問題が解決できるとは到底思

えない。そのことだけは御理解いただかなければならない。 

（山本経済産業副大臣） 全体のシーリング枠を守りながらメリハリを付けることが大

事だと思う。そういう意味では、昨年の経済成長戦略要望 3,000 億円というのは非

常にうまくいったのではないかと考えている。全体のシーリング枠を守りながら、

新陳代謝を促していく。特に成長、少子化対策、格差是正につながるものをやって

いく。今回は昨年の大綱に加え、安倍総理の下で議論してきたイノベーション 25、

アジア・ゲートウェイ構想、成長力加速プログラムなど、安倍政権ならではの戦略

要望枠をつくって、金額も増やすということがいいのではないかと思っている。 

（菅議員）  途中で来たので流れが分からず発言させていただくが、尾身議員と連名で

地域間格差について資料を出させていただいた。地方自治全体を所管する大臣とし

て、構造的に税配分そのものが問題ではないかと認識している。諮問会議の当初の

段階で、「国と地方の仕事量は国が４、地方が６。しかし税は逆である。１対１を

目標にしたい。」という話をさせていただいた。地方消費税は偏在度の小さい税だ

が、資料にあるように、東京都の税収がこの４年間で約１兆4,000億円伸びている。

銀行が税金を支払うようになると更に増えるだろうと予測される。そういう中、例

えば東京のあるところでは 18 歳まで児童手当を出したり、医療費の補助を小中学

生全員に出すなど、ほかの自治体と差が出てきている。所管大臣として、これにつ

いては考えなければならない。 

諮問会議に参加した当初から発言しているが、 近マスコミにも取り上げられ大

きな問題になっている。基本的な認識は当初から変わらず、全体としてやはり偏在

があり過ぎるので、是非御理解いただきたい。 

（八代議員） ２点述べたい。まず、子育てについて、尾身議員の言われる点は非常に

よくわかる。ただ、何分、今はまだまだ無駄がある。社会保障費全体をみても日本
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の社会保障費の構成比は高齢者に偏っていて、諸外国に比べ、子どもや家族のため

の支援が極端に少ない。少ないから単にほかの支出を一定にして少子化対策にお金

を付けるというより、社会保障全体の中で配分を変える余地は十分にあるのではな

いかと思っている。また地方への所得移転についても同様で、交付税でなければ地

域間の再分配ができないかどうかは別の問題である。まだまだアイデアの段階だが、

例えば共同地方税のような構想も一部にあると聞いており、多様な議論を踏まえた

上で、地域間の格差是正が必要。必ず６：４とか、そういうことでなければ、地域

間の財源配分の是正はできないということではないのではないか。 

（大田議員） 歳出・歳入一体改革は今日がキックオフで、これから個別の歳出項目に

ついても議論していきたい。地方税の偏在についても、民間議員からも御発言があ

ったように、非常に大きい問題。民間議員もこれからお考えをまとめると思うので、

改めて諮問会議の場で議論させていただきたい。 

    民間議員から、公共投資や人件費などについて非常に厳しい改革の御提案があっ

た。これについては、また担当大臣をお呼びして、この場で議論させていただきた

い。 

（安倍議長） 歳出・歳入改革は安倍内閣の 重要課題。新たに必要な歳出が出てくる

場合にも原則として他の経費の削減で対応するというのは、予算編成に当たっての

原則の一つであるが、それは揺るぎなく歳出改革を進めていく。この原則は、これ

からも堅持をしていかなければいけない。これは基本的な姿勢である。また、今日

の議論にあった公共投資を含め、歳出全体について 19 年度予算に続き 20 年度予算

においても歳出改革を強力に推進をしていかなければならない。 

 

○成長力加速プログラムについて 

（大田議員） 後の議題である「成長力加速プログラムについて」、取りまとめに入り

たい。このプログラムはこれまでの審議を踏まえ作成した。各大臣の御協力を得て、

関係府省とも事務的な調整をしたもの。概要で御説明させていただく。 

   プログラムは、成長力を阻害する要因を徹底的に除去する、消費者起点で成長を

実現するという２つの視点に立っている。基礎力を高める成長力底上げ戦略、効率

を高めるサｰ ビス革新戦略、創造力を発揮させる成長可能性拡大戦略の３つの戦略

により成長力を強化する。経済成長の姿として、労働生産性の伸び率を５年間で５

割増やしていく。 

    「進路と戦略」における新成長経済移行シナリオを実現させていく。具体的には、

過去 10 年間の平均で 1.6％であった一人当たり時間当たりの労働生産性を平成 23

年度に 2.4％を目指す。 

    １枚目のイメージ図をご覧いただきたい。まず、底上げ戦略で点線の部分までボ

トムを上げる。効率性の低いところの生産性を上げて、細い実線ラインまで引き上

げる。そして可能性を拡大させて、太いラインまで引き上げていくというイメージ

である。 

    １つ目の柱である成長力底上げ戦略。その３つの柱として、人材能力戦略、就労

支援戦略、中小企業底上げ戦略。成長力底上げ戦略については、政労使が参加する

円卓会議を既に国では立ち上げている。今後、これを地方の円卓会議に広げていく。

原則として、３年間に集中的な取組を行う。 

    人材能力戦略の主な内容について、ジョブ・カード制度をつくるが、これは職業

能力形成のためのカードである。また、実践型教育システムを構築する。就労支援

戦略として、『「福祉から雇用へ」推進５か年計画』を策定する。中小企業底上げ戦
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略として、生産性向上プロジェクトを推進しつつ、 低賃金制度の充実を図る。 

    ２つ目の柱であるサービス革新戦略は、ＩＴ革新戦略、地域成長力向上戦略、官

製市場革新戦略の３つが内容になっている。 

ＩＴ革新戦略については、ＩＴによって生産性を向上させていく。業種や取引関

係を超えた情報共有の仕組みを構築する。年内に産業横断的なコンセンサス形成の

場を設定する。ＩＣＴ産業の国際競争力を強化する。国民に使い勝手のよい世界

先端の電子政府を５年以内に実現させる。そのため、ＩＴ戦略本部にオンブズマン

機能を付与する。電子申請手続きに関する提案を受け付け、受け付けた内容とその

処理結果を来年度から公表する。ＩＴ本格活用に当たっての障害除去のために、官

民合同のプロジェクトチームを設置する。健康ＩＴカードの導入に向けた基本構想

について、年内目途に結論を得る。 

地域成長力向上戦略として、地域の企業、自治体、金融機関の３者が一体となっ

た包括的かつ集中的な取組。これは「骨太 2007」までに民間議員に具体案の提示を

お願いしてある。具体的には、地域産業を担う「経営人材」を事業の現場に参画し

てもらう仕組み。３セク等に対する評価の実施、債務調整について、分権改革と一

体的に整理する。地域金融機関の収益基盤を強化するための新たなプランや目標を

策定する。 

    官製市場革新戦略については、「規制の集中改革プログラム」を策定し、「骨太

2007」等に盛り込む。サービス・イノベーションとして、サービス産業生産性協議

会を中心に、顧客満足度指数の本格導入を来年度から行う。 

    ３つ目の柱である成長可能性拡大戦略は、政策イノベーション、大学改革、「貯

蓄から投資へ」の加速という３つのことを行う。 

政策イノベーションとして、競争選抜的な支援の仕組みを導入する。事業化の障

害除去として、医薬品や医療機器の国際共同治験、承認審査の迅速化、薬価制度改

革、これを５か年戦略として取り組む。世界 先端のデジタルコンテンツ流通促進

法制を２年以内に整備する。 

    大学改革については、成長力強化の観点から重点的に取り組むべき３つの改革に

ついては、今後５年間で取り組む政策プログラムを「骨太 2007」に盛り込む。これ

を含め、大学・大学院改革の全体像については、関係会議での審議を踏まえ、教育

再生会議において基本方針の取りまとめを行い、必要に応じ「骨太 2007」に盛り込

む。３つの重点パッケージは、第１に研究資金の選択と集中、第２に学生による大

学の選択と国際化、第３に大学の努力と成果を踏まえた国立大学法人運営費交付金

の配分である。 

「貯蓄から投資へ」の加速としては、確定拠出年金の改革、エンジェル税制・研

究開発促進税制の拡充、取引所の競争力の強化、この３つが主な内容である。 

（山本経済産業副大臣） 「安倍政権の成長戦略について」という資料について。今回

まとめられた成長力加速プログラムは非常に重要なアイデアを盛り込んでいると

評価している。こうした政策を、目標や時期、具体的なアクションを明確にした上

で早期に実行していくことが必要だと考える。この成長力加速プログラムやアジ

ア・ゲートウェイ構想等と相まって、安倍政権の成長戦略パッケージを構成するも

のとして、現在、経済成長戦略大綱のローリングを行っているところである。これ

により、成長力に向けた政策の総動員を図っていく。具体的には、ＩＴ革新とサー

ビス産業の生産性向上、地域・中小企業の活性化策、アジアとの連携、人材育成、

金融面での国際的に遜色のない制度づくり等への取組を重点的に強化していく。今

後、各府省から新規施策のアイデアを提案いただく予定であり、それを織り込んで
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仕上げていきたいと思う。 

ただ、成長路線がしっかりとしていることが大事である。これは私見であるが、

日本経済は去年の暮れ頃をピークに少し下降に入っているのではないかと懸念し

ており、これが顕在化してくるのは６月、７月ではないかと思う。アメリカの著名

なエコノミストと話をしたら、アメリカも住宅部門の影響が７月ぐらいに消費に顕

在化するのではないかと言っていた。そういう意味で、こうした政策を夏に向けて

しっかり打ち出すという強いメッセージが必要ではないかと考えている。 

（大田議員）それでは、成長力加速プログラムを本案のとおり、諮問会議として取りま

とめさせていただくということでよろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、本案どおり取りまとめることとする。 

山本副大臣からお話があったように、成長力加速プログラムは実行できるかどう

かが重要であるので、タスクフォースを内閣府の事務局に設置する。一番 後の資

料をご覧いただきたい。成長力加速プログラムを確実に実行し、その効果を十分に

発現させるため、タスクフォースを設置する。タスクフォースには、フォローアッ

プ、追加策の検討、効果の測定を行っていただく。フォローアップとしては、骨太

方針そのものもフォローアップしているので、ここと連携をとってフォローアップ

していきたい。 

構成員として、民間議員４名にお入りいただくが、加えて、川本裕子さん、篠﨑

彰彦さん、元橋一之さんにお入りいただく。この他に産業再生に詳しい方に一人お

入りいただきたいと思い、人選を進めている。 

（プレス入室） 

（大田議員）  先ほど経済財政諮問会議として成長力加速プログラムを取りまとめたの

で、総理からごあいさつをお願いする。 

（安倍議長） 人口減少という、私たちが今まで経験したことのない状況が生まれるが、

成長に対しては大変困難な前提となる。その中においても、我々は成長を目指して

いく。これが安倍内閣の基本的な姿勢であるが、そのためにはプランとプログラム

が必要であり、徹底して阻害要因を排除していかなければならない。そういう観点

から、今回この成長力加速プログラムを取りまとめいただいた。まだまだ、様々な

課題、阻害要因が岩盤のように横たわっており、それを我々は強い意思をもって砕

いて前に進んでいかなければならないと思っている。 

私の内閣でこれらの改革を確実に実行していかなければいけないという使命を、

我々は帯びているということを再認識をしなければならないと思っている。本プロ

グラムは、今後更に必要なところを補強した上で、「基本方針 2007」の重要な柱に

していくこととする。「基本方針 2007」の策定に向けて引き続きの御尽力をよろし

くお願いする。 

（プレス退室） 

（大田議員）  以上をもって本日の経済財政諮問会議を終了する。 

 

（以 上） 


