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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 11月 8日(木) 17:30～18:56 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫    内閣総理大臣 

議員    町 村  信 孝    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     増 田   寛 也    総務大臣 

                地方再生担当大臣 

同     額 賀 福志郎    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 

         

  香 西      泰      税制調査会会長 

 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１） 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（税体系） 

（２） 地域経済の建て直しについて 

      １）地域経済の建て直しの新プランについて 

      ２）中小企業の生産性改革について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 香西税制調査会会長提出資料 

○ 税体系の抜本的改革について（有識者議員提出資料） 

○ 地方の元気が日本の力（（第１）地方再生に向けた取組（省庁・施策横断による支

援策））                                               （増田臨時議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19年第 26回） 
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○ 地方の元気が日本の力（（第２）「地方と都市の共生」プログラム（地方税財政上の

対応）                                                 （増田臨時議員提出資料） 

○ 額賀議員提出資料 

○ 「農商工連携」促進等による地域経済活性化のための取組の検討について 

（甘利議員提出資料） 

○ 成長力強化に向けて（内閣府提出資料） 

○ 中小企業の生産性向上に向けて（甘利議員提出資料） 

○ 中小企業の生産性改革について（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○ 税制調査会のこれまでの審議における主な意見（香西税制調査会長提出資料） 

○ 社会保障と一体的な税制に向けた取組について（メリット及び課題・留意点） 

（有識者議員提出資料） 

○ 地方の元気が日本の力（参考資料）（増田臨時議員提出資料） 

○ 中小企業の生産性向上に向けて（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ 中小企業の生産性向上に向けて（中小企業生産性向上プロジェクト【骨子】） 

（甘利議員提出資料） 

 

 

（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。 

 

（報道関係者退室） 

 

（大田議員） 本日の議題は３つです。 

   「社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（税体系）」「地域経

済の建て直しの新しいプランについて」「中小企業の生産性改革について」を御議

論いただきます。 

   まず「社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について」の中で税体系

について、今日は香西税制調査会会長にお越しいただいています。議論の時間を

長く取りたいと思いますので、恐縮ですが、御説明は５分程度でお願いいたしま

す。 

   では、香西会長、お願いします。 

 

○ 社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（税体系） 

（香西税制調査会会長） 税制調査会の会長になりました、香西でございます。 

   政府税制調査会では、今年になってから 25 回の審議を積み重ねておりまして、

今週からはこれまでの審議で出た意見を整理、集約するという段階に入っており
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ます。月内に答申をとりまとめたいという希望でやっており、ただいま山場とい

う感じでございます。現時点でもまだ怒号が飛ぶような議論が行われております。

審議の方向が確定したということではございませんが、現在の審議の状況につい

て御報告いたします。 

   提出資料に、我が国の抜本的な税制改革をする視点ということで考えるものと

して、１つ目に、国民の安心を得られるような、国民が安心できるような税体系

であってほしいということが書いてあります。２つ目に、国民の安心を求めると

いうのであれば、その不安は何であるかというと、例えば活力が十分には発揮さ

れていないということもありましょうし、いわゆる格差問題への対応も議論にな

ると思います。同時に税制面から言いますと、やはり社会保障制度を維持させて

いくための財政基盤が十分かどうかといったことも、国民の安心に大きく関わっ

ていると思います。３つ目に、こういう状況の中で納税をお願いするということ

でありますので、書いてありますように、納税者の信頼を得るような税制でなけ

ればならないであろう。また、税を納めていただけるような税制でなければなら

ないので、公正感、「これがフェアな税だ」ということを納得していただけるよう

な税制を求めていくべきと思っております。４つ目は、地方分権の推進でござい

まして、都市と地方の関係その他について、地域の格差や税源の偏在を解決する

ことが、やはり国民の安心につながっていくということでございます。以上、４

つの視点の位置づけを大体合意しました。 

その中で、確実ではありませんが、個別の税目の議論について、簡単に御報告

していきたいと思います。個人所得課税については、ライフスタイルや働き方に

対して中立的な仕組みにすることが、個人の選択、そこから出てくる社会の活性

化のために非常に大事であろう。また、社会の活性化は経済の活性化につながり、

例えば労働の供給が増加するということがあります。また、公正ということも考

えますと、所得税というのは従来、所得再配分機能が重視されておりましたけれ

ども、この段階でもう一度、所得税の在り方をその点から考えたときに、所得税

に関するいろいろな控除が行われておりますので、その見直しなども考えたいと

思っております。 

   法人課税につきましては、基本的には国際的な動きから日本が離れている、あ

るいは離れていくということは、やはり避けるべきである。本来であれば活性化

のために税率を下げるべきだと考えておりますが、財政状況等を考えますと、税

率削減はかなりの税源を必要とする。その点は慎重な検討が必要な段階だろうと

考えております。また、政策減税の在り方についてもいろいろな議論がある。例

えばＲ＆Ｄ減税については非常に効果があるという議論もあると同時に、あまり

個別の中立性を害するような形の政策介入というのは、市場経済と合わないとい

うような意見もございます。そのように、法人税についてはいろいろと難しい問

題があるわけでございますが、万一、法人税率の引き下げができないとしても、

その場合でも経済活性化のためのいろいろな税の措置は必要だろうと考えており

ます。例えば金融所得課税の一体化というのは、投資のリスクテーキングを援助
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するという形で、いわば投資のインフラ、投資の基盤、投資の質を高めるための

一つの作戦になるということを最も期待しているところであります。 

   そういう中で、国民全員の関心が非常に高くて、国民の安心を得るために必要

なのは、社会保障を持続的にするための財政基盤であります。勿論、社会保障は

保険料でも支えられているわけですけれども、税の面でも役割が期待されている

と考えております。その場合、やはり消費課税の役割が重要になるということで

ございます。と申しますのは、年金、高齢者、消費、子育て、それぞれ非常に大

変なお金がかかるわけですけれども、現在の勤労者はいわば二重の負担を抱えて

いる。一方では今、増えつつある団塊の世代の高齢層を支えなければならないし、

同時に、もし尐子化対策がうまくいけば、今後 20年にわたって、生まれた子ども

が労働市場に参画してくるまでの間は、現在の働く勤労者がその両方を支えてい

かなければならない。こういう中では、やはりみんなで支える税という意味で、

消費税というものがやはり必要になってくる。また、景気動向にも相対的に安定

した財源でもあるので、これを重視するのはやむを得ないと思っておりまして、

国際的に考えても、多くの国で消費税、付加価値税にウェートを移しつつあると

思います。 

   相続税につきましては、これもまだ議論の最中ではありますけれども、老後扶

養が社会化されている。また、非常に高齢化が進みまして、相続する子どもの年

齢も高くなってくる、という中では、一生涯にわたってこの社会で活躍いただい

て、一方では社会からいろいろな恩恵も受けるようになってきているわけであり

ます。相続税についても、再分配機能を、もっと薄く軽くのかたちでしょうけれ

ども、幾分の寄与を期待させていただきたいと、こういうことを考えております。 

   現時点で私なりの整理として、消費課税が大きな役割を果たす、所得税につい

ては、例えば格差への対応を一生懸命織り込んでいくことを重ねまして、国民の

御理解を得るような提案をしてみたいと思っております。現在は税制調査会の委

員の中で、まだまだ議論が行われている最中でありまして、これを月末前までに

何とかまとめて御報告できるようにしたいというのが現状でございます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

   では、伊藤議員、お願いします。 

（伊藤議員） それでは民間議員ペーパー「税体系の抜本的改革について」を御説明

させていただきます。 

   21世紀の我が国にふさわしい税制を構築するため「基本方針 2007」で示された

税制改革の基本的哲学に沿って、税体系の抜本的改革を実現しなければならない

と考えています。その際、税制と社会保障制度を一体的に設計し、全体として簡

素で効率のよい仕組みを考えていく必要があります。 

   このような観点から、以下の提案をさせていただきたいと思います。ただ、今

後、政府税制調査会や経済財政諮問会議などにおいて、これらの点について広く

議論を進めることが必要であるということです。 

   では、その提案について、まず初めに３つの課題というものを提示したいと思
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います。人口減尐社会というこれまでにない局面の中で、我が国が喫緊に取り組

むべきは、成長力を強化して経済成長を持続させることであると考えます。高齢

化に伴う負担増を将来世代に先送りしないよう、安定的な財源を確保することが

重要です。このため、抜本的な税制改革を行うに当たって、次の「３つの課題」

に的確に応えたものにする必要があります。１つ目は成長力の強化、２つ目が世

代間・世代内の公平の確保、３つ目が社会保障を支える安定財源の確保でありま

す。 

   １つ目の成長力の強化というのは、高齢化に伴う負担増を小さくするためにも、

生産性向上を促し成長力を強化しなくてはいけない。グローバル化の中では内外

の企業が、さまざまな条件を考慮に入れつつ、国際的な立地選択を行っていると

いうことを踏まえて考える必要があります。２つ目の世代間・世代内の公平の確

保でありますが、税制が社会保障とともに本来の再分配機能を果たし、世代間・

世代内の公平を実現するようなものにしていかなければならない。３つ目の社会

保障を支える安定財源の確保でありますが、人口減尐・尐子高齢化の下において、

社会保障をしっかりと支える安定財源を確保する必要があるということが課題と

なっております。 

   具体的には、次のページをおめくりいただきまして、次のような点について検

討すべきであると考えています。 

   まず、成長力を強化するという課題の中で、次の３点が重要であると考えてい

ます。第１に、リスクへの挑戦を促進する税制を検討すべきであると考えます。

①金融所得課税について、国際的な動きも参考としつつ、損益通算の範囲を拡大

するなど、一体化に向けた見直しを図るということであります。②ベンチャー促

進税制を拡充することが重要であります。第２に、企業の国際的立地選択を阻害

しない税制を検討すべきであると考えます。①法人の税負担水準について、常に

国際的状況を念頭に置くということであります。②その際、法人税における租税

特別措置を、成長力強化にとって真に必要なものに重点化するということがあり

ます。第３に、労働に対して中立性を確保した税制を検討すべきです。中立性と

は、偏った効果を及ぼさないということであり、①専業主婦世帯と共稼ぎ世帯の

公平性の観点から、各種控除を見直すということが考えられます。②退職金税制

については、雇用慣行を踏まえた上ですが、段階的に見直すことが必要になるか

もしれません。 

次に、世代間・世代内の公平の確保について、次のような点が重要になってく

ると思います。第１に、高齢者を一律に弱者と見るのではなく、所得のある高齢

者に対しては相応の負担を求めることを検討すべきだと思います。例えば、公的

年金等控除の見直しを図り、それを年金財源に充てるということが考えられます。

次のページですが、第２に、税と歳出が一体となった制度、すなわち、税額控除

と社会保障給付を一体的に切れ目なく設計し、必要な人に必要な支援をきめ細か

く行う制度の導入に向けた検討に着手する必要があると思います。例えば①まず、

所得控除の一部を税額控除に改める。②税額控除と社会保障給付をつないで、税
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額控除の恩典が及ばない低所得層には給付がなされるという仕組みにすることが

考えられます。第３に、経済社会の変化に対応する観点から、諸外国で行われて

いる例も参考としながら、相続税の在り方・役割を見直してはいかがかと思いま

す。その際、世代間の公平の観点から、それを社会保障を中心とした財源に充て

ることも考えられます。第４に、現在は就職先によって 401kの扱いも異なり、貯

蓄の機会が均等ではありません。老後への自助努力を支援するため、確定拠出年

金に個人も拠出できるようにした上、それを含め、保険、貯蓄など、関連する既

存の各種控除・非課税枠を一本に集約する仕組みについて検討する必要があるか

と思います。 

最後になりますが、社会保障を支える安定財源の確保についてであります。「基

本方針 2006」、「基本方針 2007」に示された歳出・歳入一体改革の考え方に沿い、

最大限の歳出削減の努力を行っていくことを前提として、あらゆる世代で広く負

担を分かち合うことができ、景気変動に相対的に左右されにくい消費税の役割を

高めていくということについて検討すべきであると考えます。 

私からは以上です。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、自由に意見交換をお願いします。 

   それでは、まず八代議員、お願いします。 

（八代議員） こういう税制というのは、それができた時代に最もふさわしくつくら

れているわけですから、時代が変化するとさまざまな問題が起きてくる。例えば、

先ほど伊藤議員が説明されましたように、配偶者控除や退職金税制というのは、

専業主婦、終身雇用の時代のニーズに合ってできたわけですけれども、今は共働

きで働く女性も増えており、また、転職する人も増えている。そういう人たちに

冷たい税制にならないように、常に見直すことが必要ではないかと思います。 

   第２点は、香西会長がおっしゃいましたように、税制というのは国際的な動き

と無関係にしてはいけない。日本の場合、特に諸外国に比べて対内直接投資とい

うのが尐ないわけであります。これはやはり、日本の雇用について非常に悪い影

響を与える。先進国は、多くの場合、対内直接投資は対外直接投資に比べて流入

超過になっているが、日本では、出ていく投資の方がはるかに大きいのです。こ

れについては、企業が国を選ぶ時代に、日本が内外企業によって選ばれていない

ということを示している。日本が内外企業を誘致する、あるいは日本の企業が外

に出ていかないというためには、法人負担の水準について、欧米のみならずアジ

ア諸国も含めて、国際的な状況を念頭に置いて考える必要があるのではないかと

思います。 

（大田議員） それでは、丹羽議員お願いします。 

（丹羽議員） 民間議員ペーパーの中で、「グローバリゼーションの中の企業活動と税

制」というものに触れているけれども、企業活動に限らず、我が国の税制の在り

方を考える場合には、国際的な税制改革の潮流を踏まえて税制のグランドデザイ

ンを描いていくことが必要かと思います。特に抜本改革を検討する際には、国民

にフェアで安心できるような、わかりやすい説明をしていく必要があるかと思い
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ます。 

   日本の税と社会保険料負担の体系が国際的に見てどうなのか。特に所得税、法

人税、消費税という三本柱の構成が、国際的に見てバランスの取れたものになっ

ているかどうかということ。あるいは日本全体の国民負担率の国際比較はしばし

ば我々も目にしているわけでありますけれども、企業や個人など主体を分けたと

きの日本の税と社会保険料負担水準が国際的に見てどうなのか。絶えず、このグ

ローバリゼーションの中で、国際的に見て、日本の税体系というのはどうなのか

ということを念頭に置いて検討していく必要があるのではないか。そういう意味

で、是非、今、申し上げた２つの点の御検討をお願いしたいと思います。 

（大田議員） ほかに御意見はありますでしょうか。 

   それでは、甘利議員お願いします。 

（甘利議員） 経済成長がなければ雇用も税収も増えないわけでありますし、社会保

障の安定的な運営もできないわけであります。税体系の抜本改革が行われる際に

は、法人課税負担の引下げを基本的方向として目指すべきであると思います。し

かし、抜本改革が行われるまでの間も、税制面からの成長力強化に取り組む必要

があると思います。 

   したがいまして、本年度改正では経済活性化のかぎとなります４点、①研究開

発、②ＩＴ、③人材、④環境・省エネルギー、この４つの日本の戦略分野への投

資強化税制を充実すべきだと思います。 

（大田議員） ほかにいかがでしょうか。 

   額賀議員から何か御発言はありますでしょうか。 

（額賀議員） 香西会長には大局的な視点に立って、尐子高齢化の時代、グローバル

化、更には財政状況が厳しいということ、そういう中で、中長期的に社会保障の

安定財源をどうするかについては、お話がありましたように、消費税を含めた形

でしっかりと、わかりやすく提言をしていただかねばならないのではないかと思

っております。我々も、そういうことを視点に、今後、考えてまいりたい。 

   民間議員から予算をきめ細かくというけれども、具体的なイメージが余りぱっ

と浮かばない。恐らく、例えば児童手当などを所得のある人には税額控除をして、

低所得者には給付をするということなのでしょうけれども、そういうときに、所

得をどのように把握していくのかとか、いろいろな問題もある。そういう議論は

なされて結構だと思いますが、現実的にどうしていくかについては、これから議

論がなされていかなければならないと思っております。 

基本的な考え方が提案されたわけですから、具体的には今後我々もしっかりと

議論をして、整理をしていきたいと思っております。 

（大田議員） ほかにはよろしいでしょうか。 

   民間議員から、今、額賀議員がおっしゃった税額控除なども含めて、メリット・

デメリットを書いた資料も出されておりますので、ご覧いただければと思います。

例えば、今のお話ですと、５ページ「税と歳出が一体となった制度」、の右側の「課

題・留意点」のところに、今、額賀議員からお話があった、「世帯単位での所得の
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状況を正確に把握する方法の導入が不可欠」というような、あるいは「不正受給

（過大請求）をチェックする仕組みが必要」ということが書かれている。こうい

う課題・留意点を踏まえながら、いろいろな議論が必要なのだろうと思います。 

   ほかに御議論はよろしいでしょうか。 

   香西会長から何か御発言はございますか。 

（香西税制調査会会長） 国際的に税制が乖離しないようにしなければならないとい

うことは全くそのとおりだと私どもは考えております。１つ、日本の在り方とし

て、例えばアジア諸国の現在の税率などを考えますと非常に低いわけです。とこ

ろが、ヨーロッパ、アメリカと比較して日本はどうかというとかなり違ってくる。

例えば、そういったようなことをどのように考えていけばいいのかというような

ことも、一つの問題となっております。例の一つであります。 

（丹羽議員） 私はやはり、先進諸国と比較して、ということだろうと思います。 

（香西税制調査会会長） 基本的にはそうだと思います。日本だけがアジア型になっ

てしまうと、ヨーロッパもアメリカもびっくりしてしまうということになると思

います。 

（丹羽議員） やはり、グローバリゼーションの中で国際競争をしておりますのは先

進諸国と日本でありますからね。 

（香西税制調査会会長） ただ、日本もかなりアジアとは競争状態に入っていること

も事実です。そういった点もありますし、また、最近はイギリス、アメリカが国

際課税について新しい考え方なども提唱していますので、その点も議論になって

おります。 

（丹羽議員） その方が、日本の国民に納得しやすいですね。先進諸国がこういう税

体系になっていて、日本はこうなのだという特徴が出たりなどすると思うのです。

決して法人税は全部の税の中ではそんなに高くないとか低くないとか、所得税は

どうだとか、消費税はどうだとか、やはりバランスの取れた体系になっているか

どうか比較できると思うのです。そうすると、国民も安心して、日本だけ特別変

わったことをしているわけではないということがわかると思うのです。 

（大田議員） 伊藤議員、お願いします。 

（伊藤議員） 我々は、企業立地の選択の観点からお話ししたわけで、企業が立地を

決める場合には、御手洗議員、丹羽議員には釈迦に説法になりますけれども、決

して税金だけで立地を決めるわけではなく、それに付随するインフラや法制度が

きちんとしているか、所有権がきちんと守られているかなど、いろいろなことを

考えているわけです。そういう意味では他のインフラや人材確保ということがき

ちんとできていれば、同じような国の中で同じような税率で済むわけです。きち

んとできていない国は、やはり税率を引き下げて呼び込もうとするわけです。そ

ことは別に競争する必要はない。だから、企業立地という観点から言えば、ほか

にも重要な要素はいっぱいある。それもちきちんと考慮に入れましょうというこ

とだと思います。 

（大田議員） よろしいでしょうか。 
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（「はい」と声あり） 

 

（大田議員） 今日は税と社会保障とも整合性を取りながら、税制について具体的に

議論したというのは、この経済財政諮問会議でも初めてのことです。今日の議論

を踏まえまして、香西会長には政府税制調査会でも御議論いただきたいと思いま

す。また、経済財政諮問会議でも議論を続けていきたいと思います。 

   これまで、社会保障と税の一体改革ということで、給付と負担の選択肢、基礎

年金制度の在り方、それから、今日は税体系について、本格的な議論を進めてま

いりました。今後の議論の土台として、次回、私からこれまでの議論を踏まえた

論点整理をお出しして御審議いただきたいと考えております。 

   それでは、議長から御発言をお願いいたします。 

（福田議長） いずれにしても、尐子高齢化が本格化するわけでございますので、ま

ずは成長力を強化するという法制整備はどうしても欠くことはできない課題だと

思います。それと同時に、社会保障の将来のあるべき姿をわかりやすく描いて、

そして、必要な安定財源を確保する。このことが大変大事だと思っております。

香西会長の下で大変熱心に御審議をやっていただいておりますけれども、答申に

向けてよろしくお願いしたいと思います。 

   それから、今後、政府税制調査会、経済財政諮問会議、そして、与党において

本格的な議論を進めていただきますけれども、国民の立場に立った議論を積み重

ねて、国民の理解を深めていくように努力していただきたいと思っております。 

（大田議員） ありがとうございました。 

   香西会長はここで退席されます。どうもありがとうございました。 

 

（香西税制調査会会長退室） 

 

○ 地域経済の建て直しについて １）地域経済の建て直しの新プランについて 

（大田議員） それでは次に、「地域経済の建て直しの新しいプランについて」を議論

させていただきます。 

   まず、今日は増田議員には地方再生担当大臣として御出席いただいております

が、御説明をお願いいたします。 

（増田議員） 第１の方が、臨時議員となっていますが、地方再生担当大臣として提

出いたしましたペーパー「地方の元気が日本の力（第１）地方再生に向けた取組

（省庁・施策横断による支援策）」でございます。１ページ目をご覧いただきたい。

そこには上の方で地方再生に向けた取組みの基本理念を書いております。２つ目

は、基本的な理念で、これは地方と都市が共に支える「共生」の考え方に立つこ

とが重要で、国民全体が、都市住民も含めて、この考え方を共有して、国の基本

方針として明確化することが重要でございます。３つ目は、その中で、いわゆる

地方の活力の低下が、国土の防災・保全機能の劣化等、さまざまなところにいろ
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いろな悪影響を出してくるということ。特に、次世代の人材を涵養する場の縮小

などといったものは、やはり深刻な問題だろうと思います。４つ目は、こうした

中で、今、この時期に地方の衰退を食い止めるための道筋を明確に定めるという

こと。これが与えられたミッションでありますが、この地方再生の取組というの

は、御承知のとおり、大変長期にわたり、１年、２年ででき上がるものではない

ので、それを継続していく。ただ、福田内閣がこの時点で目指す方向性をきちん

と示して、あとはそれに基づいてやっていくということが、基本理念としてみん

なで共有されることが大事であります。 

   その下に、あえて「地方再生五原則」と書かせていただいておりますが、これ

は前回の民間議員ペーパーに非常にオーバーラップする部分がございます。「補完

性」、「自立」、「共生」、「総合性」、「透明性」。特にプロジェクトの選定、評価、検

証には、第三者の目を入れて、客観的な基準に基づいて集中的に実施するという

ことを地方再生の五原則としてございます。 

   ２ページ目「３．具体的な方策の方向性」。今月末にさまざまな各省のプロジェ

クトも全部入ってまいりますが、ここでは方向性だけを示してございます。地域

類型としては、大ぐくりで３つを考えております。 

   まず「地方都市」。地方の中核的な都市などでございますが、コンパクトシティ

の推進などによって、経済活動をより牽引していくような地域。次に「農山漁村」。

そして「中山間地域等の集落」。これは高齢化が著しく進んでいるところでござい

ますが、そうした地域類型ごとに、省庁横断、総合的な施策を示したい。今そこ

に書いているような医療、福祉に始まりまして、暮らし方として観光を含めた二

地域居住などについて、省ごとにやるのではなくて、生活者の視点で暮らし、産

業、交流という形で、この施策を今、整理をしているところでございます。 

   そうしたことを裏打ちする地方財政については、やはり地方公共団体が密接に

絡んでございますが、これについては別の資料で後ほど御説明いたします。その

中で、総合的な支援策でございますが、これは３ページ目をご覧いただきたいと

思います。今まで言いましたことを更に絵に表した概念図が書いてございます。 

   来年度、地域からの幅広い取組に関するプロジェクトを、こちらから考え方を

提示するというよりは、むしろ地域からさまざまな提案を受け付けたい。それは

今までの流れから、地域産業振興、あるいはまちづくり・都市機能向上、高齢者

に対する福祉・介護サービス等のさまざまな分野にわたってくるだろうと思いま

す。それを第三者の目を入れてプロジェクトの選定をまず行う。その上で次のプ

ロジェクトの立ち上がり支援。今、地方がこれだけいろいろな疲弊をして課題を

抱えている中で、プロジェクトの立ち上がり段階において、地域にもさまざま人

材がございますが、その中に地域振興の伝道師のような人材をこちらから派遣す

ることも有益である。そこでさまざまなモデル的な社会実験といったものを実施

する上で、そこは国の責任において方向付けを包括的に支援する必要があるだろ

うと考えております。したがいまして「省庁横断・施策横断」の視点に立って、

国が包括的に支援する上で、大づかみであるが１プロジェクト数千万程度の取組
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を内閣府の方に予算を計上して、平成 20年度から立ち上がり３か年支援していき

たいといったことを考えております。地方負担をできるだけ軽減するようなお金

で、人材派遣であり、さまざまな足の確保であり、あるいは産業支援、観光支援

といったような、非常にソフト的な経費で自由に使えるようなものを用意したい。

大づかみであるが１県１か所あるいは２か所で全国50か所やれるようなものを用

意したいと思います。そこを集中的に支援していきたい。これに対して、成果の

評価といった面を入れた上で、継続するプロジェクトに対する各省の支援につな

げていくという仕掛けを今、考えてございます。今日は時間がなく、参考資料に

具体的な絵を描いてございますが、各省からいろいろなアイデアが今、出てきて

おります。今日はちょっと御説明申し上げませんが、また今月末にいろいろとそ

のさわりのところを御説明したいと思います。 

   そうしたこともあり、２ページ目下の方でございますが、今年度、先行的なモ

デルプロジェクトを今、募集中であります。もう今年度もこの時期に来ておりま

すので、今、８道県については機械的に有効求人倍率が 0.7 未満で、やはり経済

情勢が厳しいということを基準にして、そこの経済をてこ入れするという視点で

いろいろとお声がけをしております。今日締め切りで、いろいろ各道県からアイ

デアが出てきておりますので、このモデル的なプロジェクトに対して、既定予算

の中で支援をしてまいります。そこで得られた知見も来年度の先ほどのプロジェ

クトにつなげていきたいということでございます。 

   次は、「地方の元気が日本の力（第２）『地方と都市の共生』プログラム（地方

税財政上の対応）」でございます。これは地方税財政上の問題でございますので、

いろいろ縦割的なことを言って大変恐縮でございますが、こちらは総務大臣とし

ての立場でまとめてございます。 

   １ページ目をご覧いただきたいと思います。「地方と都市の共生」プログラムを、

やはり一番地域に密接な自治体がどのようにして支えていくかという観点で資料

をまとめてございます。上の方では、今、私が申し上げましたような共生という

考え方に立ちまして、団体間も地方再生、地方自立へ向けて進んでいくことを、

下の方では地方税財政の現状を絵で尐し描かせていただいております。左側でご

ざいます。近年の地方一般歳出の削減状況でございますが、平成 11年から平成 17

年にかけまして 11兆 5,000億ほど削っているのです。問題はその下に水色で書い

てございます。交付税を中心に一般歳出を相当削ったが、歳出を削るのは当然必

要なことでありますし、それはいいのですが、結果として影響がどこに出てきて

いるかということ。全都道府県合計が削減率 16.3％に対して、財政力が弱い都道

府県が 24.3％、全市町村が 10.5％に対して、5,000人規模未満の市町村が 24.9％

になった。公共事業依存度が高いところなどにおきましては、どうしても交付税

等一般歳出を減らしますと、代わりに税収が増えるということはないので、こう

いったことになっています。一方右側で、人口１人当たり税収額の偏在度を見ま

すと、地方消費税の清算後ですと 1.9 倍ほどでございますが、地方法人２税は最

近税収が伸びてきており、どうしても都市部に集中いたしますので、6.1倍の偏在
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度がある。全体 3.1 倍の中で、この偏在度をやはり是正することが必要ではない

かと思います。これを意味してございますのが、１ページでございます。 

   ２ページ目でございます。こうした現状の中で私どもが今、考えているのは、

第１に、地方の自主的あるいは主体的な施策である。先ほど第１の資料で御説明

したような、地域の活性化策に自治体がいろいろな単独事業で支援をする場合に

必要な地方交付税の特別枠を確保したいということが１つ。それにより、先ほど

申し上げたような、特に財政力の弱い地方公共団体の財政を支えて、そうしたと

ころも産業振興や雇用創出に向けた取組を進めていただくということでございま

す。具体的には、尐し細かくなりますが、地方財政計画の歳出のところにそのよ

うな項目を新設をして特別枠を確保する。それについては条件不利地域や行革努

力を勘案して、この交付税を算定していきたいと考えてございます。今年度、頑

張る地方応援プログラムということで、別途、行革努力等の交付税配分の際に算

定してございますが、それは今の交付税の内枠でやってございます。今回は特別

枠ということで外出しいたしますが、重なる部分が出てくれば調整したいという

ことでございます。 

   ２ページ目の上の枠の下のところでございます。今申し上げましたようなこと

を行いますと、財源の方はどうなるかということでございます。「基本方針 2006」

の歳出改革方針は崩さないというのが大前提だろうと思いますので、プライマリ

ーバランスの改善にもマイナスの影響を与えないようなことを考えたい。地方全

体の歳出が増加しない中で、この手だてを考えたいということでございます。 

   したがいまして、２ページ目の下の方。これにつきましては、地方税改革の偏

在是正の中で生み出した財源をこの特別枠に充てるということで、プライマリー

バランスの改善にもマイナスの影響を与えないような、そういう方策を考えたい

ということでございます。 

   ３ページ目。具体的には、そこのイメージ図にございますように、先ほど申し

上げました地方再生特別枠の財源を地方税の偏在是正によって生ずる財源を活用

して、東京都等の不交付団体の歳出を減尐させ、他の団体の歳出Ｂに振り替える、

こういう操作を行いたい。ＡイコールＢといたしまして、プライマリーバランス

の改善にマイナスの影響を与えないような、そういう操作でございます。この特

別枠の所要額等については、偏在是正の効果を勘案しながら、今後、検討したい

と考えてございます。 

２ページの下の方でございます。今の地方税の偏在是正、これにつきましては、

経済財政諮問会議の４月の時点の議論でも財務省とも一致して、ここのところは

行わなければということでございますが、私どもの立場では、今後、分権の進展

を含めまして、当面、国と地方の税収比、１対１を目指して、地方税を充実させ

ていきたい。その際には、当然のことながら、税収が法人の景気動向に非常に触

れる法人課税よりも、地方税収としては地方消費税のような安定財源の方が、住

民に身近なサービスとして提供する地方自治体としては必要でございますので、

そうした税収が安定的で偏在度の尐ない地方税体系を構築していきたい。さらに
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偏在是正の方法といたしましては、偏在度の小さい地方消費税と、偏在度の大き

い地方法人二税を税源交換する方が一番適当ではないかと考えてございます。当

面、消費税の地方交付税分、これは１％の地方消費税の残り４％のうち地方交付

税の原資になっている部分がございますけれども、これを地方消費税の方に移す。

それで、地方法人二税は、同額を国の法人税の地方交付税分に移すということで

ございます。およそ、今、申し上げましたようなことを参考に書いてあるが、例

えば、国の消費税１％分を税源交換いたしますと、東京都は約 3,000 億減収にな

りますし、愛知県も不交付団体になりましたので約 800 億減収といった数字が出

てきます。ただし、将来の安定税収が獲得できるということによりまして、こう

した操作を行うことも当該団体にお認めをいただけるのではないか。地方団体の

理解を得やすい方策として提案をしているものでございます。 

以上、資料を２つほど御説明いたしました。両者いずれも密接に絡んでいるも

のでございますが、特に後半の地方税財政上の対応につきましては、当然のこと

ながら、税調等々もいろいろ御議論することでございます。その前段として財務

省ともいろいろ調整が必要なものでございますが、今、並行してやってございま

す。後半の方は総務省の立場として御説明させていただきました。 

以上でございます。 

（大田議員） 額賀議員から資料が出されております。 

（額賀議員） 今、増田議員からお話があったわけでございますけれども、その中の

一つに交付税の特別枠について言及がありました。私は、地方交付税に地域活性

化の特別枠を設けるということについては反対しません。賛成です。ただし、や

はり偏在是正によって生じる財源を財政力の弱い団体のために活用する。そうい

う前提が必要であると思っております。これが今後具体化していくために総務大

臣とよく相談して整理をしていきたいと思っております。 

   私の資料の１ページ目を開けていただきたいと思います。先ほど、増田議員の

説明にもあったように、地域間の財政力の格差是正については、消費税はいろい

ろな精算をした後、一番偏在が尐なくなっているが、地方法人二税は一番格差が

大きい。ですから、私は地方の法人二税を地方間の水平的というか、配分の見直

しによって直していくことが一番効果的ではないのかと思います。それから消費

税の話もありましたけれども、消費税は、やはり地域間の格差という視点からだ

けではなくて、我々は中長期的には膨大な社会保障の財源をどうするかというこ

とを念頭に置いていかなければならないので、今年度の慌ただしい中で、消費税

をいじるというよりも、私は抜本的にきちんとしていくことが大事なのではない

か。そういう思いがいたします。したがって、今後議論しながら、全体的な税制

改革の中で、消費税の在り方を考えていってもらいたいと思います。 

   資料の２ページ目、国と地方の税収比であります。国と地方の業務量の比率は

４対６で、税収比率は６対４と差があるわけですけれども、これは地方交付税に

よって賄われていることによって、地方に財源が確保されているわけです。これ

を増田議員の言うように、１対１という形だけつくっていってしまうと、三位一
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体のときと同じで、地方の財政力格差によって逆に差が出てしまうということが

あるわけです。そういうことが経験則的にわかっているので、これをどういうふ

うに直していくかについては、現実的にきちんと対応していく必要があるのでは

ないかと思います。もう一つ、税源交換について。それぞれ法人二税と消費税と

いうのは課税対象が違っております。それをお互いに入れ替えるということが納

税者の立場から見てどうなのか。そういうことを考えると、それぞれ事業税、住

民税を今度は法人税に移し替えるということになると、これをどのようにして説

得するのか、論理的に説明していくことができるのか。これはやはり、もう尐し

よく考えてみなければ納税者の理解を得ることができないのではないかという感

じがいたします。 

   そうすると、今年末までに結論を出さなければならないですから、そこは国民

の期待に応えていくためにも、現実的にどのように財政力格差を補っていくこと

ができるか。これは具体的に解決策を出すように全力を尽くしますけれども、私

の立場から見ると、今のような考え方を指摘をさせ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す。甘利議員から資料が提出されております。 

（甘利議員） 一昨日、農林水産省と連名で「『農商工連携』促進等による地域経済活

性化のための取組の検討について」ということを公表いたしました。地域振興と

いうと、すぐに企業立地ということになるのですが、それは大事なことで、その

ための総合的な施策は先の国会に成立させて、今、取組がかなり進んでおり、こ

れは評判がいいのです。ただし、もう一点、本来そこにある一次産業、つまり農

林水産業自体を活性化していかないと、本当の地域間格差は縮まらないのではな

いかと思います。そこで、農林水産省と経済産業省が協力して、農林水産業の活

性化に取り組もうという試みであります。「農商工連携」、今、割とはやりになっ

てきた言葉ですが、これは川上から川下まで、つまり生産から消費までをつなげ

て、使う側、つまり消費する側から変革を起こして、つくる側まで波及させる。

また、地域経済が真に自立をしていくためのコンセプトとストラテジー、つまり

構想と戦略を構築する契機とするものであります。 

   具体例を紹介いたします。資料の２ページ目。右下のところですけれども、そ

れをご覧ください。これは使う側から変革を起こした事例であります。わさびと

かまぼこが一緒になってセット販売になっているのですが、このわさびの栽培を

消費者目線できれいな水を使った付加価値の高い商品を開発、加えて、地元の老

舗のかまぼこ店と連携をしまして、付加価値の高いわさびを最高級笹かまぼこと

一緒にしたギフトセットの販売をしている事例でございます。まず、栽培ですけ

れども、ベンチャー企業が持っている特許であり、わさびの根元にパイプを通じ

て水を直接かける最新の栽培技術があるのですが、これを採用しております。こ

の特徴は、自然災害の影響を受けにくいということ、それからコストが軽減され

通常の５分の１ということ、それから、休耕田でも栽培が可能ということ、安定

的な生産・収穫が得られるということなどであります。地元の大学の農学部と連

携をして、食品成分分析を実施しまして、消費者の健康志向ニーズをとらえて、
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わさびが健康によいということをＰＲしております。そして、地元の老舗のかま

ぼことセットで販売することで、消費者に、言わば新しい組み合わせと商品とし

てのアピールをした事例であります。引き続き、若林議員と連携して、さらなる

検討を行っていきます。検討結果については、増田議員のとりまとめに反映して

いただきたいと思います。 

   以上です。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、自由に御議論をお願いいたしま

す。 

   では、八代議員からお願いします。 

（八代議員） 増田議員から御説明がありました地方再生プロジェクトについて、こ

れは前回の経済財政諮問会議で民間議員から提案した事項について前向きな御発

言をいただきまして、ありがとうございました。ただし、現時点では、以下の点

が必ずしも明確になっていないのではないかということで、確認をさせていただ

きたいと思います。 

   第１は、いただいた資料「地方の元気が日本の力」の「第１」の３ページ目で

ございます。前回、経済活性化の数値目標を設定し、評価基準とすることを提言

して、その考え方に沿っていると思うのですが、必ずしもそれが明確ではないと

いうこと。それから、複数年度対応ができて、使途の自由度の高い助成方式の導

入ということ、これが極めて大事だと思いますが、これについても是非お願いし

たいと思います。また、専門的知識と意欲を持った民間人を中心としたプロジェ

クトの企画、実施体制の構築を提言したが、資料には人材派遣、地域の人材活用

ということをいっていただいているわけですが、このためにも、やはり経営人材

となる民間人に対する人件費を対象とした支援制度の創設というのは不可欠だと

思います。この点についても是非明確化をお願いしたいと思われます。それらに

基づいて、最終的なとりまとめを行っていただければありがたいと思います。 

   もう一つの「地方税財政上の対応」に関連して、こうした地域の活性化には、

何よりも地方分権ということが重要でございます。額賀議員がおっしゃいました

地方団体間の税源偏在の是正というのは、極めて大事なことでございますが、こ

れだけでは地方分権にはならない。やはりまず地方分権を進める、その結果、御

指摘のように国と地方との、特に地域間の財源の偏在が著しくなるとすれば、そ

れを防がなければいけない。そのためには、国と地方の間でどう配分するかとい

う問題が出てくる。まず、権限と財源を地方に移譲する。それに伴う弊害をどう

是正しているかという順序で考えていくことが大事ではないかと思います。 

   以上です。 

（大田議員） それでは、御手洗議員、お願いします。 

（御手洗議員） ２つの点について述べたい。まず増田議員から出されました資料「第

１」の２ページのところに、本年度から雇用情勢の厳しい８道県を対象にしてモ

デルプロジェクトを立ち上げるという御提案がありましたが、これを見ています

と、８道県のうちの３県は九州であるわけです。そうしますと、仮に九州で広域
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経済圏ができれば、まさに増田議員の掲げられている地方再生五原則に基づいて、

九州全県が財政面などで協力して、地方再生を進めることができるわけでありま

す。 

   もちろん、道州制を直ちに導入するということは困難なわけです。しかし、私

は年に何度も地方に行く機会があるが、一部の地方では広域経済圏を既に見据え

て、政策協力も現実に進んでいるのです。したがって、政府としても、例えば複

数県間での財政調整を容易にして、複数県による共同事業を推進するとか、広域

連携を推進するための特別制度を導入するなど、そういった先行的な試みが検討

できないだろうか。また、各県ごとのプロジェクトに対して交付税や補助金を与

えるというほかに、それらを合わせた広域プロジェクトに対する国の援助という

考え方も検討してもらえないだろうかということが１つ。 

   もう一つは、これは額賀議員の説に賛成なのですが、法人二税というものは、

確かに格差という面から見れば、その原因になっていることは確かです。しかし、

地方の活性化という切り口から見ると、これは企業誘致とか地方が真剣に努力し

た結果でもあるわけです。したがいまして、これは調整の仕方ですけれども、国

が全部徴収して、あと交付税で全国をならすといいますと、平等の国はできます

けれども、果たして地方を活性化させるというモチベーションを奪ってしまうの

ではないかという反面もあると思うのです。したがいまして、私は努力によって

大きくなったところは、その地域で連携して使うようにすれば、それは誇りにも

なるし、さらなる努力を続けることができるのではないか。そういう観点からも、

財政力の強いところは広域に貢献するという形で、単に国に全部取り上げてしま

うということ以外の側面からも検討してはいかがかということです。 

（大田議員） では、伊藤議員、丹羽議員、お願いします。 

（伊藤議員） 農産品の海外への輸出に経済産業省のノウハウを生かしていただきた

いということであります。甘利議員にお願いしたいのです。日本の食品に対して、

海外で非常に高い評価が得られているということも聞きますし、日本という国の

一つのブランドイメージとして、安全ということがあります。最近多尐問題の事

例がありますけれども、アジアの中では、日本の食品は安全であるということも

ありますし、是非それを高付加価値として生かす方法がないだろうか。それはブ

ランドの確立であり、偽装を防ぐということであり、空港のアクセスを含め、早

く消費地まで運ぶということ等々であります。 

   そういったことに是非、力を貸していただき、日本の農産品を政府が買い上げ

たり、つくり過ぎて廃棄するといったようなもったいないことをしないで、外国

に輸出することに是非ノウハウを使っていただきたいと思います。 

（大田議員） それでは、丹羽議員、お願いします。 

（丹羽議員） 地域再生プログラムというものが前からもありましたけれども、地方

あるいは地方の各団体の意見も聞きますと、なかなか使い勝手が悪いと言われて

いる。今回の増田プランは、地方に元気を出すという福田議長の大きな課題にお

応えになっていて、かなりよくまとまったプランだと私は思っております。これ
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を更に実効のある、地域が使いやすいものにしていくためには、これまでは各府

省の集合体なものであって省庁の壁が非常に高く、地域が一元的に使いにくいと

いう大きな不満であったわけですけれども、今回は省庁の施策横断を掲げておら

れて、地方再生五原則という中で、特に総合性の原則というものを打ち出されて

いる。これは是非実効あるものにしていただきたいということ。 

   もう一つは、やはり主役は地方であるということであります。特に建て直しに

は、多くの人の協力と長い時間が必要でありまして、とりわけ、地域の自治体、

地域の住民の積極的な関与は欠かせないということかと思います。そういう意味

から、地域の立場に立った地域の開発がどうしても必要であって、国が地域にで

きるだけ権限と責任と財源を委譲するべき。そして、特に権限と責任を委譲して、

地方の頑張りを支援するという姿勢が私は一番大事かと思います。増田議員は、

前岩手県知事でおられて、十分御承知のことでありますけれども、余り国がしゃ

しゃりでるのではなくて、中央は地方の頑張りを支援するのだということを骨子

にして、是非お願いしたいと思います。 

（大田議員） 増田議員、何かございますか。 

（増田議員） 今いろいろと御意見いただいた中で、八代議員と丹羽議員が言ってお

られました地方分権なのですが、一応パッケージで尐し考えていたのです。次回

の議論で、丹羽議員から地方分権改革推進委員会の議論の紹介があるということ

で、おっしゃるとおり、やはり分権をきちんと進めるということが究極の地方対

策だと思っております。それを前提に当面どういうことをするかということで、

今回御紹介しております。 

   あと、客観的な第三者でプロジェクトを選択したり、評価するときの数値目標

の話ですとか、複数年度対応ですとか、人材の人件費も含めた対応は、現在、財

政当局ともやりとりをしております。今、丹羽議員からもお話がございましたよ

うに、できるだけ使い勝手のいい、しかし、モラルハザードしないような仕組み

を是非つくっていきたい。地域やプロジェクトの性格によっては、数値で表しづ

らいようなものと、地域経済で雇用にすごく結び付くような牽引的なプロジェク

ト等がありますので、そこはプロジェクトの中身をよく見ながら、何かいいもの

が立てられないかということで考えております。 

   それから、広域的な連携について話がございました。特に九州各地域が疲弊し

ている中で、先般、鹿児島へ行きましたら、その話も出てございました。その中

で、例えば東回りの道路等をうまく結び付けて九州を一体化して、九州北部の自

動車産業的なものは、バックアップ地域としてもなれるというお話だったので、

まだ残っているハードな整備と同時に、今、言ったような自治体間の広域的な共

同事業が進められるようなインセンティブができないか。これは岩手県知事時代

も、北東北三県の連携でいつも考えていたもので、どうやって誘導していくのか。

尐しお時間をいただいて、やはり分権を進めた上で、きちんとした道州制を打ち

出さなければいけないと思いますので、そのつなぎをよく勉強させていただきた

いと思います。 
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（大田議員） ありがとうございました。 

（甘利議員） 先ほどの伊藤議員の御要請についてですが、確かに農産物というのは、

従来は国内市場しかなかなか視野に入っていない。小泉政権時代から輸出を加速

しようということに尐し動いていきました。国内市場は人口が減る分だけ縮小し

ていきますから、これだけを目安にしていたら、縮小均衡政策しかないのです。

ところが、外の市場というのは人口が増えていきますので、食糧が足りなくなり

ます。勿論、普及品と高級品というようなことでいえば、高級品のニッチの市場

を狙っていくべきだと思いますが、そこも世界の人口を考えれば、幾らでもある

わけです。そこは品質がいいということと安全であるということが消費者に見え

るように、ＩＴを使って戦略を打っていく。それをＪＥＴＲＯがお手伝いをする

ということを組み合わせていけば、幾らでも道は開けると思いますので、それに

取り組んでいきます。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、増田議員には最終報告に向けて、

具体化をお願いしたいと思います。それから、御議論のありました国と地方の税

源配分につきましては、次回、地方分権改革推進委員会の中間とりまとめの案に

ついて審議いたしますので、その中でもまた議論させていただきます。 

   どうぞ。 

（額賀議員） 先ほど御手洗議員が法人二税について述べられたが、これは国が召し

上げて配るわけではなくて、地方の税は地方の税として配分をし直すという意味

です。 

   それから、何と言っても、国際競争に勝つために、効率化、競争力を高めよう

と、どうしてもみんな一極集中的になってきつつあるのが経済運営の実態なので

はないかという気がしています。例えば東京都のＧＤＰシェアは約 17.6％ですが、

法人二税は大体 25.8％ぐらい収入がある。確かに地方の皆さん方は、いろいろな

努力をして企業誘致をしているけれども、立地的なことやインフラなど、さまざ

まなことで時代に乗り切れていないところがあります。そういうところをどうし

ていくかという話なので、是非御理解をいただきたいと思います。 

（大田議員） 今の点は、また次回も引き続き議論させていただきます。 

   それでは、議長からお願いします。 

（福田議長） 地方再生への構造改革というのは、本内閣の最重要課題の一つでござ

います。本日は地方再生に向けた基本的な考え方が提示されましたので、本日の

議論を踏まえて、増田議員においてスピード感を持って、具体的な施策をとりま

とめていただきたいと思います。 

   それから、財政力格差是正の問題については、総務、財務両大臣で来年度から

実行可能な具体案をとりまとめてほしいと思っております。 

   以上です。 

 

○ 地域経済の建て直しについて ２）中小企業の生産性改革について 

（大田議員） よろしくお願いします。 
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   それでは、最後の議題に移ります。「２）中小企業の生産性改革について」です

が、甘利議員から御説明いただく前に、お手元の「成長力強化に向けて」という

資料をご覧いただきたいと思います。今後、福田内閣における成長戦略などを議

論してまいりますが、そのスタートとしまして、今、取り組んでいる成長力強化

のための取組を簡単に御説明いたします。 

   まず全体像として「アジア・ゲートウェイ構想」ですとか「イノベーション25」

など、幾つかのプロジェクトが進んでおります。その中心部分が、労働生産性を

高めようという「成長力加速プログラム」です。成長力底上げ戦略という人材と

中小企業の底上げを図る柱、サービスを革新戦略という生産性が非常に低いサー

ビスを革新する柱、日本経済のフロンティアを拡大するための成長可能性拡大戦

略という３つの柱です。「基礎力」の中で、例えばジョブ・カードや最低賃金に取

り組んでいるが、２つ目にあります「中小企業生産性向上プロジェクトの推進」

の中身がまだできておりませんでしたので、今日、御議論いただくということで

す。「サービス革新戦略」では「ＩＴ革新」「地域力再生機構の創設」「規制の集中

改革プログラム」です。フロンティアの拡大のためには、医薬品・医療機器の創

出５か年計画などが、今、進行中です。 

そういうことで、全体像を簡単に御紹介させていただきましたが、今日は中小

企業の生産性改革について御審議いただきます。 

   それでは、甘利議員からお願いします。 

（甘利議員） 「中小企業の生産性向上に向けて」という資料があります。１ページ

目。基本的な考え方でありますが、地域主導の企業立地であるとか、中小企業に

よる地域資源活用を促進する地域振興２法案が、先の国会で成立しまして、大変

効果を上げつつあります。今般これに加えて、中小企業の生産性向上に関する施

策を加速化する道筋を示すということであります。現在の中小企業政策の施策理

念というのは、「経済の基盤を形成」する中小企業の「自主的な努力」の支援であ

りますが、こうした理念も踏まえて、４つの観点から施策を講じております。 

   ２ページからは具体的内容であります。まず第１に「付加価値の創造」であり

ます。景気回復を実感できない地域に、地域資源を生かした「富をもたらす産業」

を振興するということであります。地域中小企業の製品をブランド化することに

より、都市や海外への市場へつなげる販路拡大を支援しています。 

   第２に「経営力の向上」であります。特に小規模企業に焦点を当てまして、イ

ンターネットを通じた財務会計ソフトを活用して、小規模企業が自らの財務状況

や経営課題を把握できる環境を整備いたします。それとともに、課題解決を助け

るために、企業ＯＢ等の経営資源を企業につなぐ重点的支援拠点を整備していき

ます。 

   ３ページ目。第３に「公正かつ効率的・合理的な事業環境の整備」であります。

下請法の取締りの強化を行っております。そして、元請企業と下請企業とのwin－

win関係の構築に向けて、業種別にガイドラインを整備し、ベストプラクティスを

横展開していきます。地域における再生支援の強化や不動産担保等に過度に依存
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せずに、事業の将来性等に応じて融資を受けられる金融環境の整備も並行して行

っています。 

   最後、第４でありますが、中小企業の相当部分を占めております「サービス産

業の生産性の向上」であります。これは、ウシオ電機の牛尾治朗会長が代表をつ

とめるサービス産業生産性協議会と連携して推進してまいります。具体的に申し

上げますと、例えば顧客満足度など、サービス品質の「見える化」による競争環

境の整備、あるいは製造業の生産管理のノウハウのサービス産業への活用、また

業種ごとの生産性向上のための方策の検討といった取組であります。 

この骨子に具体的な施策や成果目標の数値をできる限り盛り込みまして、中小

企業の生産性向上に向けたプランをしっかりととりまとめてまいりたいと思って

おります。 

   以上です。 

（大田議員） それでは、民間議員からお願いいたします。 

（八代議員） それでは「中小企業の生産性改革について」という民間議員ペーパー

を説明させていただきます。 

   成長力強化、地域活性化の鍵は、何よりも中小企業の成長にあります。そのた

めには、効率性の追求、競争を通じた付加価値の創出、新規ビジネスの開拓によ

って中小企業のダイナミズムを発揮させ、生産性を向上させることが極めて重要

であります。 

   恐縮ですが、まず資料の後ろの図表を見ていただきたいと思います。５ページ

と６ページに表がございます。中小企業の業種別労働生産性の比較ということで

あります。中小企業には我が国の就業者の７割が雇用されておりますが、その平

均的な生産性の水準は、大企業の４割にとどまっております。もう一枚の６ペー

ジでございますが、特に就業者の４割が従事する、卸・小売、運輸、飲食・宿泊、

サービスの４業種の生産性は、特に米国の５割以下という非常に低い水準にあり

ます。 

本文に戻っていただきまして、１ページでございます。こうした日本経済の成

長力の強化にとっても、中小企業の抱える問題を解決し、生産性向上を進めるこ

とが極めて重要であるということであります。非製造業の生産性が低い理由とし

ては、ここに書かれているとおりでございますが、その対応の基本的方向といた

しましては、人材・技術など経営資源の強化、ＩＴ化や経営手法の革新の促進と

いった経営革新、不公正取引の是正、これは今、甘利議員から御説明いただきま

した、事業転換等の円滑化、これらの政策は、以下のＰＤＣＡサイクルに基づく

集中的かつ効果的な対応、業種別・地域別にきめ細かな対応をするといった点を

踏まえて推進する必要があるわけでございます。 

   具体的な中小企業生産性向上プロジェクトでございます。何よりも政策目標の

設定と、政策効果をきちんと検証することが大事でございます。ばらまきを厳に

排しつつ、実効性のある政策を21年度までの今後2年間に集中して展開することが

必要であります。そのために、生産性向上に関して、検証可能な数値目標を設定
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する。今後２年間にわたる政策工程を明らかにし、政策効果のチェックを行う。

数値目標は可能な限りアウトカム（成果）を目標とすべきということでございま

す。これは、例えば生産性の低い企業が温存されるような仕組みがあるとすれば、

それを取り除くことで高まると見られる生産性の上昇分を目標値とすることも考

えられるわけであります。 

   「中小企業の取引環境の整備」、「ＩＴの活用による経営改善」につきましては、

今、甘利議員がすでに説明されましたので省略します。 

   「大企業等も含めた外部経営資源の積極的な活用等」に移ります。中小企業の

経営資源の効果的な補完のためには、中小企業間の連携や、特にＭ＆Ａ、大学と

の産学連携というものが大事であります。こういうものと合わせて、大企業から

中小企業への技術移転や人材の移動の促進が大事であります。地域力再生機構が、

中小企業再生支援協議会等と連携し、地域の面的再生を進めるということ。生産

性の高い企業がそうでない企業に対して行う、例えばＭ＆Ａを支援する。大企業

から中小企業への人材支援を進めるなどが必要ではないかということであります。 

   やや細かいですが、次の「決算書類の作成の抜本的拡大」というのも、ある意

味で中小企業に対する融資を円滑化するためにも必要であります。経営力を強化

し、また人的保証に過度に依存しないような近代的な融資、あるいは組織再編等

を推進するためには、信頼性ある決算書類の作成が必要。このためには「中小企

業の会計に関する指針」と準拠する決算書類をきちんとつくるということ。これ

も今後２年間で抜本的に拡充すべきだということであります。これは国の中小企

業施策と連動させて推進する必要があろうかと思います。 

   「事業転換等の推進」、最後のページでございますが、これについては生産性の

低い事業から高い事業に人材や資金が円滑に移動することを阻害する要因の除去

が大事であります。例えば、先ほどのお話にもありました地域活性化統合本部が

司令塔になり、政府が一体となった省庁横断的な取組の推進が必要であります。

省庁の壁を超えた関連補助金・支援策の活用、転換先業種に関わる従業員の職業

訓練などを推進する必要があります。現在の各省の補助金には、例えば他業種に

転換する場合には使えないという縦割の壁があると聞いている。こういうものを

是非克服する必要があるのではないか。 

   最後に、「業種別の課題に対応した生産性プログラムの策定・実行」ということ。

年内を目標に業種別に生産性を阻害している要因の分析を行い、「基本方針2007」

に基づき、生産性の低い業種について、中小企業庁を中心に関係各省において業

種別の改革プログラムと工程表を早急に策定していただきたいということでござ

います。 

   以上であります。 

（大田議員） ありがとうございます。時間が押しておりますが、議論を簡潔にお願

いいたします。 

 丹羽議員、お願いします。 

（丹羽議員） 中小企業庁の方にも大変御協力をいただいて、資料を整備していただ
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いているわけであります。中小企業といいましても本当にさまざまでありまして、

最も生産性の低いのは、10人以下とか、本当に零細企業に近いような中小企業な

のです。だから、中小企業の生産性が低いといって、マクロ経済的に十把一から

げで議論をするとなかなか効果が出ないということがありますので、これはやは

り業種別に、あるいは中小企業の規模別に考えていく必要があると思うのです。

意外と零細企業的なところが多いのです。特に民間議員ペーパーの５ページにあ

りますけれども、飲食店とか食料品製造業というのは、３人以下とか、あるいは

20人以下とか、これを一体どうやって元気をつけてやっていくのかというのはき

わめて難しい。それが何百人という企業と同じ対策を打っていたのではどうしよ

うもないことになると思います。この辺は我々も中小企業の方と話しながら、も

う尐しきめ細かな施策を打っていく必要がある。 

   もう一つは、下請取引適正化ガイドラインにつきましても、大企業が中小企業

と一緒に共生・自立という形でやっていかないと、官だけに頼ったり、政策だけ

に頼っていたのでは、なかなか難しいのではないかと思います。この辺は経済界

としても努力していく必要があるだろうと思います。 

（町村議員） 一例を挙げると、石油の元売りとガソリンスタンドというのは、もう

ひどいですよ。今、原油価格がどんどん上がって、元売りはどんどん儲かり、ス

タンドはみんなつぶれそうだという声も聞く。 

（甘利議員） 元売りは、販売では全く利益が出てないのです。開発だけです。だか

ら、流通では元売りも現場のスタンドも両方とも大変という状況なのです。 

（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 中小企業政策が非常に大切であるというのは、ここで今、議論があっ

たとおりなのですが、政策として立てる場合に、やはり政府の役割が何かという

のをよく考えて、あくまでも中小企業の努力を引き出す、経済活力を大きくして

いくことを常に念頭に置いておくことが重要であると思います。実効性のある政

策を集中的に展開して、どういった政策が一番有効であったかということを常に

検証していく、いわゆるＰＤＣＡサイクルを着実に実行して、有効な政策にどん

どん集中していくことが重要であると思います。 

（大田議員） 一言だけ、お願いします。 

（八代議員） 先ほど町村議員がおっしゃったガソリンスタンドの件ですけれども、

そんなにコスト高で経営が苦しいのに、欧米では当たり前の合理的なセルフサー

ビスのスタンドが日本ではまだまだ普及率が低いのか、何か阻害要因があるので

はないか。これはやはり規制なのです。そうした阻害要因を見直すことによって、

ガソリンスタンドも含めた中小企業の生産性をもっと上げる余地はあるのではな

いかと思います。 

（大田議員） ありがとうございました。これについては、甘利議員に引き続き民間

議員提案も具体化していただいて、中小企業の生産性を集中的に引き上げるため

に御尽力をいただきたいと思います。このプランで実現できるものについても20

年度予算、あるいは来年の基本方針に向けて具体化していただきたいと思います。 
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   それでは、議長からお願いします。 

（福田議長） 中小企業は、我が国産業の活力の源泉なのです。ですから、中小企業

の生産性を上げるためのプロジェクト、これを着実に進めていくことが極めて重

要だと思っております。甘利議員のところで、本日の議論を参考にしていただい

て、大企業と中小企業ともに成長できる環境整備に力を入れていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

（大田議員） ありがとうございました。これで本日の議題は終わりですが、議長か

らお願いします。 

（福田議長） それでは、最後に一言だけ申し上げます。私は、所信表明でもって財

政再建と経済成長を車の両輪として進めていくということを申し上げたのであり

ますけれども、この内閣として、そろそろ、今、日本が置かれている状況に照ら

して、どのような成長戦略を講じていくべきかということをまとめる必要がある

と考えております。 

これまで講じてきた政策について、その実効性を検証することが必要でありま

す。先ほど大田議員からも御指摘がありました。その検証をすると同時に、この

内閣としての新たな成長戦略のコンセプト、政策のメリハリ付けの在り方につい

て、早急に御検討をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（大田議員） それでは、今、議長から御指示がありました成長力、成長戦略の議論

に取りかかりまして、来年１月に中期方針をまとめますので、それに向けてビジ

ョンをつくっていきたいと思います。御協力よろしくお願いいたします。 

   以上をもちまして経済財政諮問会議を終わらせていただきます。 

   ありがとうございました。 

 

（以 上） 


