
 

平成 19 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：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） 

○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） 
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（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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ【骨子】） 

（甘利議員提出資料） 
 
（概要） 
○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） 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、今週からはこれまでの審議で出た意見を整理、集約する段階に入っている。

月内に答申をとりまとめたいという希望でやっており、今が山場。現時点でもまだ

怒号が飛ぶような議論が行われている。審議の方向が確定したということではない

が、現在の審議状況について御報告する。 

   提出資料に、我が国の抜本的な税制改革の視点として、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

てある。２つ目に、国民の安心を求めるというのであれば、その不安は何かという

と、例えば活力が十分には発揮されていないことや、いわゆる格差問題への対応も

議論になる。同時に税制面から言うと、社会保障制度を維持させていくための財政

基盤が十分かといったことも、国民の安心に大きく関わっている。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になるので、納税者の信頼を得るよう

な税制、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

きである。４つ目は、地方分権の推進。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国民の安心につながっていく。以上の４つの視

点の位置付けを大体合意した。 

その中で、確実ではないが、個別の税目の議論について簡単に御報告する。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、個人の選択から出てくる社会の活性化のために非常に大事。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。また、公正というこ

とも考えると、所得税は従来所得再配分機能が重視されてきたが、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、所得税に関するいろいろな控除が行

われているので、その見直しなども考えたい。 

   法人課税については、基本的には、国際的な動きから日本が離れている、あるい

は離れていくことは避けるべきである。本来であれば活性化のために税率を下げる

べきだが、財政状況等を考える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。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があると同時

に、あまり個別の中立性を害するような形の政策介入は市場経済に合わないという

意見もある。そのように、法人税についてはいろいろ難しい問題があるが、万一、

法人税率の引き下げができなくても、経済活性化のためのいろいろな税の措置は必

要だろう。例えば金融所得課税の一体化は、投資のリスクテーキングを援助するか
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たちで、いわば投資の基盤、投資の質を高めるための一つの作戦になることを も

期待しているところである。 

   そういう中、国民全員の関心が非常に高く、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る。勿論、社会保障は保険料でも支え

られているわけだが、税の面でも役割が期待されていると考えている。その場合、

消費課税の役割が重要になる。年金、高齢者、消費、子育て、それぞれ非常に大変

なお金がかかるが、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、もし少子化

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

ていくまでの間、現在の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、みんなで支える税という意味で、消費税が必要になってくる。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。

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。 

   相続税については、これもまだ議論の 中ではあるが、老後扶養が社会化されて

いる、また、非常に高齢化が進み相続する子どもの年齢も高くなってくる、という

中では、一生涯にわたって社会で活躍いただき、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る。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だろうが、幾分の寄与を期待させていただきたいと考えてい

る。 

   現時点の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て、国民の御理解を

得るような提案をしてみたいと思う。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 中であり、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。 

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

   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。

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る。 

   このような観点から以下の提案をさせていただきたい。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。 

   人口減少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。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ある。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

必要がある。１つ目は成長力強化、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る。 

   １つ目の成長力強化について。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ことを踏まえる

必要がある。２つ目の世代間・世代内の公平の確保。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。人口減少・少子高齢化の下においても、

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。 
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   具体的には、次の点について検討すべきである。 

   まず、成長力強化という課題の中で、次の３点が重要である。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。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。

②ベンチャー促進税制を拡充する。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。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。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。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ある。

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。②退職金税制については、雇用慣行を

踏まえた上で、段階的に見直すことが必要になるかもしれない。 

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。

第１に、高齢者を一律に弱者とみるのではなく、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である。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ことが考えられる。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。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、税額

控除の恩典が及ばない低所得層には給付がなされる仕組みにする。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・役割を見直してはどうか。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る。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ない。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、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。 

後に、社会保障を支える安定財源の確保について。「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、 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ことについて検討

すべきである。 

（八代議員） 税制というのは、それができた時代に もふさわしくつくられているわ

けであり、時代が変化するとさまざまな問題が起きてくる。例えば、伊藤議員の説

明にあったように、配偶者控除や退職金税制は、専業主婦、終身雇用の時代のニー

ズに合ってできたわけだが、今は共働きの女性も増えており、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、常に見直すことが必要ではな

いか。 

   第２点は、香西会長が言われたように、国際的な動きと無関係なものにしてはい

けない。日本の場合、特に諸外国に比べて対内直接投資が少ない。これは日本の雇

用に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。

これは、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。 
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（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」

に触れているが、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

要である。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。 

   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。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する

が、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。是非、この２点の御検討をお願いしたい。 

（甘利議員） 経済成長がなければ雇用も税収も増えないし、社会保障の安定的な運営

もできない。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。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。 

   したがって、本年度改正では、経済活性化のかぎとなる①研究開発、②ＩＴ、③

人材、④環境・省エネ、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

である。 

（額賀議員） 香西会長には、大局的な視点に立って、少子高齢化、グローバル化、さ

らには財政状況が厳しい中で、中長期的に社会保障の安定財源をどうするかについ

て、お話があったように、消費税を含めたかたちで、しっかりとわかりやすく提言

をしていただかなければならない。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が、具体的なイメージがあまりぱっと浮か

ばない。おそらく、例えば児童手当などを所得のある人には税額控除して低所得者

には給付するということだろうが、所得をどのように把握していくのかいろいろな

問題もある。そういう議論はされて結構だが、現実的にどうしていくかについては、

これから議論がされていかなければならない。 

基本的な考え方が提案されたので、具体的には今後我々もしっかり議論して、整

理していきたい。 

（大田議員） 民間議員から、額賀議員が言われ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いるのでご覧いただきたい。例えば５ページ「税

と歳出が一体となった制度」の「課題・留意点」に、「世帯単位での所得の状況を

正確に把握する方法の導入が不可欠」、「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だと思う。 

（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である。日本の在り方として、アジア諸国の現在の税率など

を考えると非常に低い。ところが、ヨーロッパ、アメリカと比較してどうかという

とかなり違ってくる。例えばそういったことをどのように考えていけばいいのかと

いうことも、一つの問題である。 

（丹羽議員） 私は、先進諸国と比較して、ということだろうと思う。 

（香西税制調査会会長） 基本的にはそうだと思う。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。 
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（丹羽議員） グローバリゼーションの中で国際競争をしているのは先進諸国と日本だ

から。 

（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

事実である。また 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

ども提唱しているので、その点も議論になっている。 

（丹羽議員） その方が日本の国民にも納得しやすい。先進諸国がこういう税体系にな

っていて、日本はこうだという特徴が出る。決して法人税はそんなに高くないとか

低くないとか、所得税はどうだ、消費税はどうだ、バランスの取れた体系になって

いるか比較できる。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

いるわけではないことがわかる。 

（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だが、企業が立地を決

める場合には、決して税金だけでなく、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。そういう意味では、他のインフラや人材確保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。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。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他にも重要な要素はいっぱいある。それもきちんと考慮に入

れようということである。 

（大田議員） 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

のは、経済財政諮問会議でも初めてのことである。今日の議論を踏まえて、香西会

長には政府税制調査会でも御議論いただきたい。また、経済財政諮問会議でも議論

を続けていきたい。 

   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きた。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出して、

御審議いただきたいと考えている。 

（福田議長） いずれにしても少子高齢化が本格化するので、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う。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いる。香西会長の下で大変熱心に御審議をし

ていただいているが、答申に向けてよろしくお願いしたい。 

   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

を進めていただくが、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う。 

 

○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 

（増田議員） 地方再生担当大臣として提出した「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）」１ページ目。上の方で地方再

生に向けた取組の基本理念を書いている。２つ目は、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あるということ。３つ目は、

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

縮小などは深刻な問題だろう。４つ目は、こうした中で、今、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るが、
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この地方再生の取組は、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、継続をしていく。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、あとはそれに基づいてやっていくことが、基本理念として皆で

共有されるのが大事である。 

   下の方で、あえて「地方再生五原則」と書いているが、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ある。「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、

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にして

いる。 

   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

クトも全部入ってくるが、ここでは方向性だけを示している。地域類型としては、

大ぐくりで３つを考えている。 

まず「地方都市」。地方の中核的な都市などだが、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。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

祉に始まって、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、生活者の視点で暮らし、産業、交流という形で、この施策を整理を

しているところである。 

   そうしたことを裏打ちする地方財政については、地方公共団体と密接に絡んでい

るが、これについては別の資料で後ほど御説明する。その中で、総合的な支援策で

あるが、これは３ページ目に、今まで言ったことを更に絵に表した概念図がある。 

   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うが、それを第

三者の目を入れた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あるが、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。したがって「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

クト数千万円程度の取組を内閣府の方に予算を計上し、平成 20 年度から３か年支

援していきたい。地方負担をできるだけ軽減するようなお金で、人材派遣であった

り、さまざまな足の確保、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、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仕掛けを今考えている。今日は時間がな

く、参考資料に具体的な絵を描いてあるが、各省からいろいろなアイデアが今出て

きていている。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。 

   そうしたこともあり、２ページ目下の方であるが、今年度、先行的なモデルプロ

ジェクトを募集中である。もう今年度もこの時期であり、今、８道県について、機

械的に有効求人倍率が 0.7 未満で経済情勢が厳しいということを基準にして、経済
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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いる。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いるので、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いく。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。 

   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）」。これは地方税財政上の問題で、いろいろ縦割的なことを言って大

変恐縮であるが、総務大臣としての立場でまとめている。 

１ページ目では、「地方と都市の共生」プログラムを、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いる。上の方では、今、

私が申し上げたような共生という考え方に立ち、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少し描いている。近

年の地方一般歳出の削減状況であるが、平成 11 年から平成 17 年にかけて 11 兆

5,000 億円ほど削っている。問題はその下。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それはいいが、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は、どうしても交付税等一般歳

出を減らすと、代わりに税収が増えることはないのでこういったことになる。一方、

人口１人当たり税収額の偏在度を見ると、地方消費税の清算後は 1.9 倍ほどだが、

地方法人２税は 近税収が伸びてきており、どうしても都市部に集中するので、6.1

倍の偏在度がある。全体が 3.1 倍の中、この偏在度を是正することが必要ではない

か。 

   ２ページ目。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。そういうことによって、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。具体的には、少し細かくなるが、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。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。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い

るが、それは今の交付税の内枠でやっている。今回は特別枠ということで外出しす

るが、重なる部分が出てくれば調整したい。 

   ２ページ目の上の枠の下。今申し上げたようなことを行うと財源の方はどうなる

かということがある。「基本方針 2006」の歳出改革方針は崩さないというのが大前

提だろうと思うので、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

ということである。 

   したがって、２ページ目の下の方。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

与えないような方策を考えたい。 

   ３ページ目。具体的にはイメージ図にあるように、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、東京都の不交付団体歳出を減少させ、

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操作である。この特別枠
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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。 

２ページの下の方。今の地方税の偏在是正については、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

あるが、私どもの立場では、今後、分権の進展を含めて、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、

税収が非常に法人の景気動向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

て必要であるので、そうした税収が安定的で偏在度の少ない地方税体系を構築して

いきたい。更に偏在是正の方法としては、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。当面、消費税の地方

交付税分、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

があるが、これを地方消費税の方に移す。そして、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ある。参考に書いてあるが、例えば、国の

消費税１％分を税源交換すると、東京都は約 3,000 億円減収、愛知県も不交付団体

になったので約 800 億円減収といった数字が出てくる。ただし、将来の安定税収が

獲得できることにより、こうした操作を行うことも当該団体にお認めいただけるの

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。 

以上、資料を２つほど御説明した。両者いずれも密接に絡んでいるが、特に後半

の地方税財政上の対応については、当然のことながら、税調等々もいろいろ御議論

することである。その前段として財務省ともいろいろ調整が必要であり、今、並行

してやっている。後半の方は総務省の立場として御説明させていただいた。 

（額賀議員） 今、増田議員からお話があったが、その中の一つに交付税の特別枠につ

いて言及があった。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

ついては反対しない。賛成である。ただし、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いる。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。 

   資料１ページ目。地域間の財政力の格差是正については、消費税はいろんな清算

をした後一番偏在が少なくなっているが、地方法人二税は一番格差が大きい。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う。それから、消費税は、地域間の格差という視点

からだけではなく、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と思う。

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。 

   ２ページ目、国と地方の税収比。国と地方の業務量の比率は４対６で、税収比率

は 6対４と差があるが、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。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。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。もう一つ、税源交換について。法人二税と法人税は課税対象が違っている。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。これはもう少しよく考
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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す

る。 

   そうすると、今年末までに結論を出さなければならないので、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させていただきたい。 

（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」を公表した。地域振興というとすぐに企業立地

ということになるが、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、評判がいい。ただし、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と思う。そこ

で、農水省と経産省が協力して、農林水産業の活性化に取り組もうという試みであ

る。「農商工連携」、今、割とはやりになってきた言葉だが、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る。 

   具体例は２ページ目。右下のわさびの栽培であるが、これは使う側から変革を起

こした事例。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、付加価値の高いわさびを 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ある。まず、栽培はベンチャー企

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 新の

栽培技術を採用している。この特徴は、自然災害の影響を受けにくいということ、

コストが軽減され通常の５分の１ということ、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る。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、消費者の健康志向ニーズをとらえてわさびが健康に

よいということをＰＲしている。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の商品としてアピールをした事例で

ある。引き続き、若林大臣と連携して、さらなる検討を行っていく。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。 

（八代議員） 増田議員から御説明があった地方再生プロジェクトについて、前回の諮

問会議で民間議員から提案した事項に前向きな御発言をいただき、感謝する。ただ

し、現時点では以下の点が必ずしも明確になっておらず、確認をさせていただきた

い。 

   資料「地方の元気が日本の力」の「第１」の３ページ目。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が、

必ずしもそれが明確ではない。複数年度対応ができて使途の自由度の高い助成方式

の導入についても極めて大事だと思うので、これについても是非お願いしたい。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

だいているが、このためにも、経営人材となる民間人に対する人件費を対象とした

支援制度の創設は不可決であると思う。この点についても是非明確化をお願いした

い。それらに基づいて、 終的なとりまとめを行っていただければありがたい。 

   もう一つの「地方税財政上の対応」に関連して、地域の活性化には何よりも地方

分権が重要だ。 額賀議員がおっしゃった地方団体間の税源偏在の是正は極めて大
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事なことだが、これだけでは地方分権にはならない。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

う是正していくかという順序で考えていくことが大事ではないか。 

（御手洗議員） ２点述べたい。まず増田議員から出された資料「第１」の２ページに、

本年度から雇用情勢の厳しい８道県を対象と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るが、これを見ると８道県のうちの３県は九州にある。そうす

ると、仮に九州で広域経済圏ができれば、まさに増田議員の掲げている地方再生五

原則に基づき、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。 

   勿論、道州制を直ちに導入することは困難である。しかし、私は年に何度も地方

に行く機会があるが、一部の地域では広域経済圏を既に見据え、政策協力も現実に

進んでいる。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したり、広域連携を推進するための特別制度を導

入するなど、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できないだろうか。 

   もう一つは、法人二税は、確かに格差という面から見れば、その原因になってい

ることは確かである。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

誘致など、地方が真剣に努力した結果でもある。したがって、国が全部徴収して交

付税で全国をならすといった調整の仕方となると、地方を活性化させるモチベーシ

ョンを奪ってしまうのではないか。努力によって税収が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、単に国が全部取り上げてしまうという以外の観点からも検討

してはいかがか。 

（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

ということを甘利議員にお願いしたい。日本の食品に対して海外で非常に高い評価

が得られているとも聞くし、日本という国の一つのブランドイメージとして安全と

いうことがある。 近多少問題の事例があるが、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、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る。 

   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せずに、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。 

（丹羽議員） 地域再生プログラムというものが前からあったが、地方あるいは各団体

の意見を聞くと、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応えていて、かなりよくまとまったプラン

だと思っている。 これまでは各府省の集合体的なもので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があったが、今回は省庁の施策横断を

掲げており、地方再生五原則の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。 

   もう一つは、主役は地方であるということ。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、とりわけ、地域の自治体、地域の住民の積極的な関与は欠
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かせない。そういう意味から地域の立場に立った地域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一番大事だと思う。増田議

員は前岩手県知事であり十分御承知のことであろうが、余り国がしゃしゃりでるの

ではなく、中央は地方の頑張りを支援するということを骨子にして、是非お願いし

たい。 

（増田議員） 色々と御意見をいただいた中で、地方分権については一応パッケージで

考えていた。次回の議論では、丹羽議員から地方分権改革推進委員会の議論の紹介

があると聞いている。おっしゃるとおり、分権をきちんと進めることが究極の地方

対策だと思っている。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

御紹介している。 

   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や、複

数年度対応、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い

る。丹羽議員からもお話があったように、できるだけ使い勝手のよい、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るので、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いる。 

   広域的な連携について。特に九州各地域が疲弊している中で、先般、鹿児島へ行

った際にもその話が出ていた。その中で、例えば東回りの道路等をうまく結び付け

て九州を一体化すれば、九州北部の自動車産業的なもののバックアップ地域となれ

るというお話だった。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。少しお時間をいただいて、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うので、そのつなぎをよく勉強させていただきたい。 

（甘利議員） 伊藤議員の御要請について。確かに農産物というのは、従来は国内市場

しか視野に入っていなかったが、小泉政権時代から輸出を加速しようということに

少し動いていった。国内市場は人口が減る分だけ縮小していくので、これだけを目

安にしていたら縮小均衡政策しかない。ところが、外の市場では人口が増えていく

ので、食糧が足りなくなる。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ねらっていくべきと思うが、そこも世界の人口を考えれば幾

らでもある。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うので、それに取り組んでいく。 

（大田議員） それでは、増田議員には 終報告に向けて、具体化をお願いしたい。御

議論のあった国と地方の税源配分については、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するので、その中でもまた議論したい。 

（額賀議員） 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、地方の税は地方の税として配分をし直すという意味である。それ

から、国際競争に勝つために効率化、競争力を高めようと、どうしても一極集中的

になってきつつあるのが経済運営の実態ではないかという気がしている。例えば東

京都のＧＤＰシェアは約 17.6％であるが、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様々な努力をして企業誘致をしているが、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る。そう
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いうところをどうしていくかという話であり、是非御理解をいただきたい。 

（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く。 

（福田議長） 地方再生への構造改革は、本内閣の 重要課題の一つである。本日は地

方再生に向けた基本的な考え方が提示されたので、本日の議論を踏まえ、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。 

   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いる。 

 

○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） 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

いう資料を御覧いただきたい。今後、福田内閣における成長戦略などを議論するが、

そのスタートとして現在取り組んでいる成長力強化のための取組を簡単に説明す

る。 

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

幾つかのプロジェクトが進んでいる。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」。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つの柱である。 

 「基礎力」の中で、例えばジョブ・カードや 低賃金に取り組んでいるが、２つ目に

ある「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いないので、

今日、御議論いただくということ。「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」。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か年計画などが進行中。 

全体像を簡単に紹介させていただいたが、今日は、中小企業の生産性改革につい

て御審議いただく。 

（甘利議員） 「中小企業の生産性向上に向けて」という資料の１ページ目。基本的な

考え方だが、地域主導の企業立地や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て、大変効果を上げつつある。今般これに加え、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。現在の中小企

業施策の政策理念は、「経済の基盤を形成」する中小企業の「自主的な努力」の支

援であるが、こうした理念も踏まえ、４つの観点から施策を講じている。 

   ２ページからは具体的内容。第１に、「付加価値の創造」。景気回復を実感できな

い地域に、地域資源を活かした「富をもたらす産業」を振興するということ。地域

中小企業の製品をブランド化することにより、都市や海外の市場へつなげる販路拡

大を支援している。 

第２に、「経営力の向上」。特に小規模企業に焦点を当て、インターネットを通じ

た財務会計ソフトを活用し、小規模企業が自らの財務状況や経営課題を把握できる

環境を整備する。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く。 

   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」。下請法の取

締りの強化を行っている。元請企業と下請企業との win－win 関係の構築に向け、

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く。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る。 

第４に、中小企業の相当部分を占める「サービス産業の生産性の向上」。これは、
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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い

く。具体的には、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、製造業の生産管理のノウハウのサービス産業への活用、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る。 

具体的な施策や成果目標の数値をできる限り盛り込み、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。 

（八代議員） 「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

ていただく。 

   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る。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。 

   資料の後ろの図表を見ていただきたい。中小企業の業種別労働生産性の比較があ

る。中小企業には我が国の就業者の７割が雇用されているが、平均的な生産性の水

準は大企業の４割にとどまっている。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、米国の５割以下という非常に低い水準

にある。 

本文１ページに戻っていただきたい。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。その対応の基本的方向としては、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。不公正取引の是正については甘利議員から

御説明いただいた。事業転換等の円滑化、これらの施策は、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。 

   具体的な中小企業生産性向上プロジェクトについて。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。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。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。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。 

   「中小企業の取引環境の整備」、「ＩＴの活用による経営改善」については、甘利

議員がすでに説明されたので省略する。 

   「大企業等も含めた外部経営資源の積極的な活用等」について。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。こういうものと合わせ、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。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。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。 

   やや細かいが、「決算書類の作成の抜本的拡大」も、中小企業に対する融資を円

滑化するためにも必要。経営力を強化し、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、「中小企業の会計に関する指針」に準拠する決算書類をきちんと

つくるということ。今後２年間で抜本的に拡充すべき。これは国の中小企業施策と
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連動させて推進する必要があろう。 

   「事業転換等の推進」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。例えば、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。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

進する必要がある。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。 

   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」。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。 

（丹羽議員） 中小企業庁の方にも大変御協力いただき資料を整備していただいている。

中小企業といっても本当にさまざままであり、 も生産性が低いのは、10 人以下と

か、本当に零細企業に近いような中小企業。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

とがあるので、業種別あるいは中小企業の規模別に考えていく必要がある。意外と

零細企業的なところが多い。民間議員ペーパーの５ページにあるが、飲食店や食料

品製造業は３人以下とか 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。この辺は我々も中小企業の方と話しな

がら、もう少しきめ細かな施策を打っていく必要がある。 

   下請取引適正化ガイドラインについても、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。経済界としても努力していく必要があるだろう。 

（町村議員） 一例としてだが、石油の元売りやガソリンスタンドでは、原油価格がど

んどん上がって、元売りは儲かって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いない。開発だけ。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。 

（伊藤議員） 中小企業政策が非常に大切であるというのは議論があったとおりだが、

政策として立てる場合に、政府の役割が何かということをよく考え、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。実効性のある政策を集中的に展開し、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う。 

（八代議員） ガソリンスタンドの件だが、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なぜ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。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があ

るのではないか。 

（大田議員） 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き、

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。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。 

（福田議長） 中小企業は我が国産業の活力の源泉。中小企業の生産性を上げるための
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プロジェクトを着実に進めていくことが極めて重要だと思っている。甘利議員のと

ころで、本日の議論を参考にしていただき、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。よろしくお願いする。 

（大田議員） これで本日の議題は終わりだが、総理からお願いします。 

（福田議長） 後に一言だけ申し上げる。私は、所信表明で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が、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、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いる。 

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る。先

ほど大田議員からも御指摘があった。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あり方について、早急に検討

をお願いしたいと思っているので、よろしくお願いする。 

（大田議員） 今、議長から御指示があった成長力、成長戦略の議論に取りかかり、来

年１月に中期方針をまとめるので、それに向けてビジョンをつくっていきたいと思

う。御協力よろしくお願いする。 

 

（以 上） 
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