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※道路特定財源諸税の一般財源化、暫定税率問題等について質問 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会・国民新・日本、辻泰弘でございます。 

 本日からいよいよ道路特定財源、暫定税率問題を始めとする税法改正の審議が開始されるとこ

ろでございます。充実した審議を通じて国民の期待にこたえる税制また財政制度の確立に努めて

まいりたいと存じます。 

 本日は、民主党のトップバッターとして総括的な幅広い課題について御質問をさせていただき

まして、問題提起また資料要求などもさせていただく中で今後の審議につなげてまいりたいと、

このように思っているところでございます。 

 時間も五十七分と限られておりますので、少し足早になるかもしれませんが、御容赦いただき

たいと存じます。 

 そこで、最初に財務大臣にお伺いをさせていただきたいと存じます。 

 本日からいよいよ税法等の参議院の実質審議入りが開始されるわけでございますけれども、そ

れに当たりましての所信、改めての御決意をお伺いしたいと存じます。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 辻委員の御質問でありますが、質問というよりも、いよいよ今日

から税制法案について本格的な論議がスタートするわけでありますけれども、それに当たっての

私の思いはどうかということでございます。 

 私は、年度内にやっぱり本予算、関連税法案が成立をさせていただいて国民の皆さん方に安心

をしてもらうことが最大の国会及び政府の役割だったと思っておりますが、残念ながら、本予算

は通過したものの、税制収入法案というものは、ようやく本日本格的な議論がスタートするとい

う事態になったことは誠に残念な思いであります。 

 したがって、国民の皆さん方に生活及び経済的な面で混乱を来しているということは誠に遺憾

に思っておりまして、私は、一日も早くこの国会において歳入法案等々が成立を見て、国民の皆

さん方の期待にこたえていかなければならない。世界の経済あるいは金融情勢、そしてまた、我

が国の経済もいろんな原油高等の影響もあって下振れリスクが懸念されるという状況でございま

すから、一日も早く予算を成立をさせて執行体制に入り、そして経済の安定を取り戻していくこ

とが大事であるということでございます。 

 二十年度予算の重要な柱というのは、地域活性化とか、あるいはまた成長力だとか、あるいは

また国民の安心、安全を確保するための様々な政策課題がちりばめられておりますので、是非、

野党の皆さん方、国会においてしっかりと議論をして、一日も早く成立されることを心から期待

をいたします。 

 

○辻泰弘君 私は、実は民主党案の提案者でもございますので、今日は、民主党案について質問

できる立場にございませんものですから政府にお聞きするということになりますので、その点は

御理解をいただきたいと存じます。 

 そこで、通告と若干順序が逆になるところもあって恐縮ですけれども、最初に総理の一般財源

化の方針の具体化についてお伺いしておきたいと思います。 

 これは、実は昨日、福田総理が与党の政調会長さん方とお会いになった席で、総理がかねてよ

りおっしゃっている一般財源化の自らの提案について、早急に政府・与党合意をまとめるべしと、

このような御提起をなさって、そのような流れができていると。お聞きしますところ、額賀大臣

がアメリカにいらっしゃってその後に決まるんじゃないかと、こういうようなお話も聞くんでご

ざいますけれども、そのようなことを受け止めておられる状況でございましょうか。 

 



○国務大臣（額賀福志郎君） 先般、福田総理も、二十年度予算の一日も早い成立を願って、道

路特定財源については、仕組みについては税制抜本時にこれを廃止し、二十一年度から一般財源

化を図るという大胆な提案をさせていただいたわけでございます。 

 これについて既に関係閣僚会議を開いてその中身について検討に着手をしておりますし、与党

においても、この総理提案についてしっかりと受け止めて、政府・与党としての考え方をまとめ

るために今それぞれ検討をしているところでございます。 

 

○辻泰弘君 そこで、一般財源化という意味ですけど、前に予算委員会や本委員会でも大臣とや

り取りしましたけれども、大臣はかねてより一般財源化についてはやはり自動車関連に使うんだ

とおっしゃっているわけですね。 

 総理がおっしゃっている一般財源化が何なのか、まだ必ずしもクリアじゃございませんけれど

も、大臣としておっしゃっている、総理がおっしゃっている一般財源化を自ら財務大臣として受

け止めて、それを具体化していくという過程において、いわゆる電源開発促進税のような、前に

も申し上げましたけれども、純粋な一般財源、目的税ではあるけれども純粋な一般財源という形

での一般財源を思っていらっしゃるのか、やはりそれは、ユーザーの理解というふうなことをお

っしゃっていたと思いますけれども、そういった意味でのある程度の連動性といいますか、まあ

ひも付きと言ったら違うとおっしゃるかもしれませんが、糸付きぐらいのそういったことなのか、

いかがでしょう。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） これは、総理が一般財源化についての考え方を御提案なさったと

きに、与野党の間で協議をして、税率あるいはまた使い道についてはよく協議をしてきちっと整

理をしていただきたい、だから与野党の間で協議機関等をつくるなどして具体的に整理をしてい

ただきたいと、そういうことでございます。 

 我々が今政府案として提出させていただいている一般財源化という概念は、受益と負担に基づ

いて自動車ユーザーにお願いしていることが根拠になっておりますから、真に道路の建設に必要

な分以上のものは一般財源化を図ると。それはひも付きではないけれども、ユーザーの理解を得

るために、既に直接の道路以外、道路の関連の分野に使われている予算の範囲内で使わせていた

だければユーザーの御理解もいただけるのではないかというのがこれまでの我々の考え方であり

ましたけれども、総理の御提案をなさっている一般財源化というのは、それは与野党の協議の場

できちっと整理をしていただくということでございますけれども、それは、環境の問題だとかあ

るいはまた医療の問題とか、様々の分野に使えるということも念頭に置いて与野党で協議をして

いただきたいというふうに言っているのではないかというふうに解釈をいたしております。 

 

○辻泰弘君 私は、当然ながら、純粋な一般財源であるべしと、このように申し上げておきたい

と思います。 

 それで、本委員会にかかっている法案そのものではございませんけれども、税制といいますか、

その裏付けとしての税収という意味合いにおいてかかわりがある例の道路整備財源の特例法のこ

とでございますけれども、結局、それは十年を想定しているわけですね、この税法自体も十年で

ございますけれども。ただ、それが、あれは特定財源を十年続けるという法案で、今回一般財源

ということになれば、我々は今すぐという主張ではございますけれども、政府の立場に立っても、

来年度からということになりますと一年だけのことになるわけですね。そこに大きな矛盾といい

ますか相違があるわけでございます。 

 そのことについては、伊吹幹事長も、十年の特定財源維持の法案は総理提案と矛盾するという

ことを認めていらっしゃると、そういった意味で法案の修正ということの必要性をおっしゃって

いると思うわけですけれども、これは、直接ここの委員会ではないけれども連動した法案であり、

かつまた、一月二十三日でございましたか、閣議決定をされている法案でございますので、当然、

財務大臣も責任の一端を担っていらっしゃるわけですが、今から予断を持ってということになる



かもしれませんけれども、やはりその矛盾といいますか、やはり一般財源化という方針を持つな

らば、その部分のやはり整合性を取らねばいかぬという意味合いにおいて、法案の修正というこ

とは当然必要になってくると思うんですけれども、そのことについてはいかがお考えでしょうか。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） この問題については、総理が提案をしていること、また我々が考

えていることは、平成二十年度の予算あるいは税収関連法案というものは政府が提案された状態

で成立をさせていただきたい、その上に立って、二十一年度から道路特定財源は廃止をして一般

財源化を図るという提案をしているわけであります。 

 しかも、なおかつ、それは与野党の協議の場で税率とか様々な、使い道等について御検討をい

ただきたいと。それぞれの、与野党の間で協議がまとまればきちっと対応させていただくという

ことが基本的な考え方でございます。 

 

○辻泰弘君 もう少し、ちょっとだけお伺いしますけれども、おっしゃる限界があるのかもしれ

ませんが、やはり総理として、政府・与党として一般財源化を打ち出して、財務大臣もそれをや

っていこうということの確認を、党のお立場あるいは政府のお立場でされているというふうに理

解しておりますけれども、そうであるならばあの法案と根本的に違うわけですね。そして、ここ

にかかっている税法も、それを裏打ちする法案でございますから極めて密接なかかわりがあるわ

けでございます。 

 そういった意味合いにおいては、やはりあのままでは、あのまま通していくということはやは

り全くその総理の方針にそぐわない、国民に約束していることに反することになると、このよう

に思いますから、やはり政府のお立場としても、修正といいますか、あのままではやはり論理矛

盾だと、整合性は取れないと、そういうことだと思いますけれども、そのことについて確認をさ

せてください。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） ですから、これまでの衆議院の段階で予算委員会等でこの道路特

定財源等についていろんな議論がありました。それから問題点の指摘もありました。そういうこ

とを踏まえて、総理も一般財源化の提示をさせていただいたわけでありますが、その中で新しい

自動車の、車の走行の動向等の新しい資料に基づいてその十か年計画についても見直しをするな

ど、様々な分野で与野党の間で協議をしていただきたいということでありますから、その上に立

って二十一年度から一般財源化を図るということ。つまり、国会の場でお決めをいただいて、そ

れに伴って政府は対応していきたい、その問題のきっかけを総理自身が提案をさせていただいた

というふうに御理解をいただきたい。しかも、それは今政府・与党の考え方として中身を整理中

であるということでございます。 

 

○辻泰弘君 今おっしゃっていただきましたように、政府内あるいは与党内で考え方をおまとめ

いただくということで御検討中だというふうなことでございますので、政府・与党案という形に

なりましょうか、その辺は分かりませんけれども、新たな具体的な御提起がありましたら、その

ことについて本委員会においても御説明をいただいて、この委員会においても審議をさせていた

だきたいと、そのことを委員長にもお願いしたいと思います。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの提案について、また後で理事会等で協議をしていきたいと

思っております。 

 

○辻泰弘君 それで、もう一点、大臣にお伺いしておきたいと思います。 

 大臣は、税法の審議が遅れてきたということに関連してですけれども、参議院において否決す

るなり賛成するなりきっちりと国会の責任を果たしてもらいたい、国会の意思が決定されれば

我々は衆参できちっと決着を付けることができる。あるいは、混乱を起こさない手法は一日も早



く結果を出すことだ、法律に御賛同いただいて、否決でも賛成でもしていただいて結果を出すこ

とが混乱を及ぼさないことになるということを四月二日の衆議院の財務金融委員会でおっしゃっ

ておられるわけでございます。法律に御賛同いただいて否決してくださいというのは、これはち

ょっと、なかなか混乱した考え方でございますけれども、おっしゃっている意味合いは、要は早

く答えを出してくれということだと思います。 

 そしてまた町村官房長官も、最後は行き着くところは憲法なり国会法なりの規定に基づいて最

終的に法案の処理をしていくということをおっしゃっている。また、自民党の各派の幹部の会合

に出られて額賀先生も再可決の確認を四月一日されたと、こういうふうなことが出ておったわけ

でございますけれども。 

 そこで、財務大臣にお伺いしたいんですけれども、今までのこの大臣の御発言等を考えますと、

とにかく早く採決をして、否決でもいいから衆議院へ持っていって六十日で再可決したいよと、

こういうことをおっしゃっているというふうに理解せざるを得ないんでございますけれども、そ

ういう御心境でございますか。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 私が申し上げましたのは、やっぱり予算というのは、本予算、そ

れから歳入法案についても年度内に成立をさせていただいて、国民の生活あるいは経済活動等に

混乱を起こさない、支障を起こさない、そういうことが我々の責務ではないか。したがって、国

会の場で十分に審議をしていただいて年度末までに結論を得ていただきたかった。なおかつ、衆

参両院の議長のあっせんもあり、年度末までには一定の結論を得るということにもなっておった

わけでありますから、我々は年度末までに結論が出ることを期待しておっただけに、やっぱり国

会の場でしっかりとそういう結論を出していただきたかったという、そういう思いを語ってきた

わけでございます。 

 残念ながら、今こういうふうに、四月に入ってからもう十日余り過ぎていくことになったわけ

でございますけれども、一日も早く予算を成立させていただくことが我々の、政府の立場の責任

であると思っておりますので、国会の場で是非結論を出していただきたいということでございま

す。 

 すべてこの院で協議をして審議をしていただいて結論を出していただくことが大事なことであ

るというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 予算は既に通っておりますので、予算関連法案という意味合いでおっしゃったんだ

と思いますけれども。 

 一言確認ですけれども、政府の案が絶対ではないと、与野党協議を通じて得られたことについ

ては政府としても、財務大臣としても当然尊重していただくと、こういうことでよろしゅうござ

いますね。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 様々な議論があって、やっぱり問題点がある場合は正すべきは正

さなければならないし、そういうことはよく承知をしているわけでございます。その上に立って

福田総理の提案もあったものというふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 いろいろ推移している状況がございますので、そのことを踏まえて、政府、総理の

提案も含めてしっかりとこの委員会で議論をして、修正も含めて取り組んでいきたい、このこと

を申し上げておきたいと思います。 

 そこで、基本的なことになりますけれども、揮発油税の歴史ということでまず確認をしておき

たいと思っております。 

 それで、揮発油税は実は、時間がありませんので恐縮ですけど、昭和二十四年に創設をされて、

特定財源として始まったのが昭和二十九年からと、このように理解をしております。そして、そ

の過程におきまして、衆参、当時の国会でも議論があって、参議院においては一度審議未了、廃



案になった後に再度国会が開かれてぎりぎりで通ったと、こういったことだったと私は思ってお

ります。 

 そこで、ちょっと確認しておきたいんですけど、昭和二十八年七月七日にこの参議院における、

まあ前身というべき大蔵委員会において議決がございます。それで、事前に言っておりますので、

委員部の方からそのことの議決の内容をちょっと読み上げていただきたいと思います。 

 

○参事（諸星輝道君） 第十六回国会、昭和二十八年七月七日、大蔵委員会において議決されま

した建設委員会に対する申入れを読ませていただきます。 

 件名を「道路整備費の財源等に関する臨時措置法案に対する申入の件」といたしまして、その

内容は、「題記法律案については貴委員会との連合審査における当委員会委員の質疑により明らか

なる如く、特定の税収入を特定の歳出目的に充当する目的税的な考え方は、予算の編成、税制の

改正等に関しその弾力性を失わせるのみならず将来他の事項についても同様な問題を引き起す懼

れがある。 依つて右の趣旨を充分御考慮の上善処方を希望する。 右申し入れする。」というも

のでございます。 

 

○辻泰弘君 一つ財務省に確認しておきたいと思いますけど、二十四年にできて二十九年まで、

まあ途中に今の議決があるんですが、二十九年までの間は一般財源だったわけですね。そこを確

認させてください。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 税法上、一般財源でございます。 

 

○辻泰弘君 それで、今、昭和二十八年七月七日の議決を読んでいただいたわけですが、これは

連合審査がございまして、当時の建設委員会と大蔵委員会の合同審査の過程で、本体は建設委員

会にあったんだろうと思いますけれども、合同審査の中で大蔵委員会としてこのようなことを議

決をされて申入れされたと、こういうことでございます。目的税的な考え方ということがいわゆ

る特定財源だと、こういうことになるわけでございますけれども、予算の編成、税制の改正等に

関して、その弾力性を失わせるのみならず、将来他の事項についても同様な問題を引き起こすお

それがあると、こういったことをおっしゃっていたわけでございます。 

 この点、私は非常に、先人がもう五十年以上前にここまでいろいろ考えて、財政のこと、税制

のこと、日本の社会のことを考えておられたかということで私は感慨深く受け止めたんでござい

ますけれども、大臣、このことをどう受け止められますか。ちょっと簡単に。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 今お話を聞いておりまして、一般的に特定財源制度というのは受

益者に直接負担を求めるということにおいては合理性がありますけれども、負担について国民に

理解が得られやすいという利点があると思います。ただ一方で、これは財政がどうしても弾力性

を欠く、硬直性を来す、そういう弊害があることも事実であります。だから、二十八年の御指摘

というのはそういうことを踏まえた指摘であるというふうに思っております。 

 今度、我々が改正案を出したのも、やっぱり道路を造る、本当に必要な道路は造るけれども、

それ以上のものは一般財源化を図っていこうじゃないかという、そういう端緒を開く意味で考え

方を変えさせていただいたという思いがあります。その上に立って、福田総理も二十一年度から

は一般財源化のことを与野党の間で議論しようではないかという提案をなさったということでご

ざいます。 

 

○辻泰弘君 実は、四月四日に福田総理は発言をされていまして、一般財源化は、みんなが心の

どこかで思っていたが言えなかった、それが今回爆発した、なるべくしてなったと、このように

力説されたというふうにお伺いしているところでございます。 

 



 総理のこの思い、この表現につながる根源が私はこの昭和二十八年の議決にあったとさえ思う

ほどでございまして、私どもが申し上げておりますことは、この二十八年の議決の精神に戻る、

あるいは二十四年の創設の原点に立ち戻るということだということを申し上げておきたいと思う

わけでございます。 

 そこで、今回も十年間の暫定税率の延長ということを提起されているわけでございます、法案

として出されているわけでございますけれども、暫定税率が設定されて今日まで何年たつでしょ

うか。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 昭和四十九年に暫定税率が導入されましたので、本年、昭和に換

算すると八十三年でございますので、三十四年目に入ると思います。 

 

○辻泰弘君 また、今回の法改正で求めている暫定税率の延長期間は何年でしょうか。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 十年間でございます。 

 

○辻泰弘君 一方、平成十一年度の税制改正において恒久的な減税が定められて、二〇％、上限

二十五万円の所得減税、定率減税が実施されているわけですけれども、これは何年から何年まで

行われたんでしょうか。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 平成十一年に導入されまして、二回にわたりまして半減させて、

最終的に十八年度で終了いたしております。 

 

○辻泰弘君 そういたしますと、暫定税率は今日まで三十四年間続いてきた、そして、今後十年

間暫定税率を続けたいという御提起が今回の法案になるわけでございます。そして、片や、恒久

的減税と言っていたものが十一年から十八年、最後は半減いたしましたし、住民税は一年遅れて

おりますけれども、そういった意味で八年続いたということになるんでしょうか。 

 いずれにいたしましても、同じ税制、税法の中において、これは閣議決定をされた政府・与党

合意の中に暫定税率という言葉がある、また恒久的減税というのも閣議決定の中にある言葉でご

ざいますけれども、同じ税制度、税法の中において、暫定が三十四年あるいはこれから十年続く

という意味合いを持たせておきつつ、恒久というものが七、八年で終わるということになります

と、用語の使い方がちょっと私どもからするとよく分からないわけでございます。 

 そういった意味で、政府としての恒久と暫定の定義は何なのかということを私は文書で提示し

ていただきたいと思うんですけれども、財務大臣、どう思われますか。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） それはよく整理をして、考え方は出させていただいても結構です。 

 

○辻泰弘君 やはり根本のことでございまして、やはり常識的な政治であり、常識的な政府でな

ければならないわけでございまして、暫定というものが、今までの三十四年は二年や五年で転が

してきたといいますか、そういった中で、それがそのときは暫定だったという言い方があるのか

もしれませんが、しかし、恒久的減税が八年で終わりながら、今提案されているのは暫定税率と

いう、政府・与党合意の中で言葉もある、閣議決定にも入っています。その暫定が十年だと。そ

うすると、恒久的という閣議決定もされている言葉ですけれども、それを超えるのが暫定である

ということになると、極めて論理矛盾だというふうに私は思いますし、その辺はやはり常識的で

なければならないと思います。 

 そういった意味で、今大臣もおっしゃっていただいたことでございますので、税制又は税法上

の閣議決定された文書などにおける暫定と恒久の定義について文書でお出しいただくように、委

員長の方でもお取り計らいを求めたいと思います。 



○委員長（峰崎直樹君） ただいまの申入れの件についても、後刻理事会において協議をし、提

出していただくようにします。 

 

○辻泰弘君 道路の中期計画、また暫定税率の延長の対象期間十年についてお伺いしたいと思い

ます。 

 時間も限られておりますので、ある程度結論的なところに入らざるを得ませんけれども、十年

ということがなぜ十年なのかというのはよく分からないわけでございます。国土交通省マターで

すけど、最初は恐らく道路について十年と決めたがゆえに暫定税率十年ということがつながった

んだろうと、こういうふうに思うわけでございます。 

 しかし、歴史を振り返りますと、日本の道路計画、最近は社会資本整備重点計画ですが、すべ

て五年で来ていたわけですね。そして、今回初めて十年でございます。何ゆえ十年なのかという

ことが実は極めて不明確でございまして、総理も、道路整備の事業プロセスに通常は十年程度を

要する実情を踏まえ十年を計画期間としたとか、副大臣の答弁だと、道路の姿が見えてくるのに

十年掛かると、こういうことを言っていらっしゃるわけなんです。 

 しかし、それまではずっと五年でやっていたわけですね。それであるにもかかわらずここで急

に十年になったという、ここはやはり非常に理解に苦しむところでございます。第一次の昭和二

十九年以降五年間でずっと来ているわけでございます。そういった意味で、おっしゃっているの

を見ると、道路の姿が見えてくるのに十年掛かるということは、五年のときは道路の姿が見えな

いままやっていたのかと、こういうことにもなるわけでございます。 

 何ゆえ十年にされたのか、国土交通省、ちょっと時間の関係で簡潔にお願いしたいと思います。 

 

○政府参考人（原田保夫君） お答え申し上げます。 

 十年にしましたのは、先生から今御指摘ございましたように、またこれまでも申し上げており

ますように、通常、事業プロセスに十年程度掛かるという実情を踏まえまして、中長期的な観点

から計画的に道路整備を進めていくということで十年にしたものでございます。 

 また、御指摘のように、今回から急に道路事業が十年になったということではございませんで、

こうした背景として、これから十年先を見通した場合に、これから迎える本格的な人口減少・高

齢社会の到来、あるいは高度成長期に造られた道路や橋梁の高齢化が急速に進むということから、

この十年、国家の基盤、基礎となる道路整備を進めるという観点で、非常に残された大切な期間

であると。そういう背景の中で、先ほど申し上げましたような理由で、今回の計画は十年にした

ということでございます。 

 

○辻泰弘君 おっしゃったような社会情勢の変化というのは、そんなの前から分かっていたこと

で、今日初めて分かったことではないと思うわけですけれども。 

 大臣、ひとつ今の連動で、それとの連動だということになるのかもしれませんが、暫定税率、

さっきの議論もありましたけれども、今までは二年から五年で延長してきたわけです。しかし、

今回十年なんですね。それはあれとの連動ということだけですか。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） もちろん、閣議決定で、今後の具体的な道路整備については中期

計画を作って対応していくということを、平成十八年に政府で考え方を整理しておるわけであり

ます。それに伴って今おっしゃったような中期計画が作られたわけでございまして、我々として

も、厳しい財政事情の中で、安定した財源を確保する中で道路整備というものを行っていく必要

があるということから、従来は先生がおっしゃるように二年とか五年の計画でやってきたわけで

ございますけれども、今回はそういう安定した財源を確保するということで、是非十か年という

考え方を取らせていただいたということでございます。 

 

○辻泰弘君 十年キープしたいということですけど、その辺が実は今までの政府の対応と大きく



異なっているわけでございます。その点についての説明が実は極めて不十分でございまして、総

理の御説明、副大臣の御説明、今の御説明をお聞きしましても、今までの五年を変えて十年とい

うことが根本的に私は理解に苦しむ。そして、そういうことであればこそ総理の提案も五年にし

ようと、こういうことになるのかもしれませんけれども、その辺はしかし分からないところでご

ざいます。 

 それで、私が申し上げたいのは、やはり十年とした理由が極めて不明確であると、このように

申し上げなければなりません。そういった意味におきまして、道路は国土交通省から、また税率

については財務省から、なぜ今まで五年で、あるいは五年以下でころがしてきたといいますか延

長をしてきた、そのことを何ゆえ十年としたかということについて、是非文書でこれも出してい

ただきたい。そのことを委員長、お願いしたいと思います。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。 

 

○辻泰弘君 次に、道路の中期計画、五十九兆円についてお伺いしておきたいと思います。 

 まず、内閣府に確認をさせていただきたいんですけれども、当然のことでありますけれども、

進路と戦略の中に、政府の諸計画との連携、整合的なものでなければならないと、こういったこ

とを十九年一月の進路と戦略で掲げている、そして二十年一月の直近の進路と戦略には、その中

で言及していないものは今までの、昨年度の取組を進めると、こういうことを言っているわけで、

そういった意味で、当然のことですけれども、進路と戦略あるいは政府の諸計画は整合的でなけ

ればならないと、こういうことだと思いますけれども、一応そこを確認させてください。 

 

○政府参考人（西川正郎君） 御質問は、道路の中期計画の内容と骨太の方針あるいは進路と戦

略でございますが、と思いますが、に示されている公共投資に関する歳出改革の内容の比較につ

いての御質問だと思います。 

 こうした比較を行う場合には、次の点に御留意いただく必要があるのではないかと思っており

ます。 まず、道路の中期計画でございますが、こちらは道路整備の…… 

 

○辻泰弘君 整合的かどうかだけですよ。整合的でなければならないかどうかだけ聞いているん

です。 

 

○政府参考人（西川正郎君） はい。この両者の整合性ということにつきましては、それぞれ対

象としている事業の対象範囲が異なったり対象期間が異なることから、整合性について比較する

ということは、これは難しいと思っております。 

 

○辻泰弘君 まあそうやって逃げていますけど、十九年一月の進路と戦略の中に明確に書いてい

るんです。今後、政府が策定する中期の計画等、国土形成計画、社会資本整備道路計画等の公共

事業関係計画、地方分権改革推進計画、道州制ビジョン、イノベーション 25等については、特に

進路と戦略と整合的なものとする必要がある、このように明確に書いていて、先ほども申し上げ

ましたように、今年の進路と戦略には、二十年に言及していないものは昨年度、すなわちさっき

私が申し上げた、読み上げた部分の取組を進めると、こういうことになっているわけですから、

当然整合的でなければならない。 

 これは、こんな文章がなくても整合的でなければならないわけですけれども、とりわけこの公

共事業の部分ですね、道路整備はこの社会資本整備重点計画の中に入っているわけですから。そ

れと進路と戦略とが整合的でなければならないと、こういうことでなければ論理的におかしいわ

けでございます。 

 そこでお聞きしますけれども、進路と戦略でこれまで公共投資の伸び率についてはどのように

考えてきているか、簡潔にお答えください。 



○政府参考人（西川正郎君） 骨太の方針二〇〇六以来、あるいは御質問にありました進路と戦

略におきましては、公共投資に関する歳出改革の内容として、重点化、効率化をすることによっ

て名目対前年度比三％の減を基本的に継続すると、こういう考え方に立っております。 

 

○辻泰弘君 大臣、確認しておきますけれども、政府の予算におきましても近年はマイナスシー

リングで、三％マイナスで公共事業が扱われてきたと思いますけど、それでよろしいですね。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 三％、内閣府の基本方針では三％から一％となっておりますけれ

ども、最近は三％ということであります。 

 

○辻泰弘君 それで、これは事前に申し上げておりますのでお答えいただきたいと思うんですけ

ど、国土交通省に、道路投資、現在は地方単独を除いて五兆六千億あるわけですけれども、それ

が五十九兆円につながるわけですけれども、現在からマイナス三％で推移した場合、総額はどう

なるか、お示しください。 

 

○政府参考人（原田保夫君） お答え申し上げます。 

 平成二十年度当初予算の事業費、五・六兆円をベースといたしまして、平成二十九年度までシ

ーリングにより三％削減が継続されると仮定をいたしまして機械的に計算した場合、十年間の投

資額は約四十九兆円ということになります。 

 

○辻泰弘君 これを他の計画との整合性ということを言っている。すなわち、進路と戦略では参

考試算があって、それ自体は内閣府の独自のものだと、こういうことになっているわけではござ

いますけれども、しかし、実態としてそれで今後やっていこうと、こういったことに位置付けら

れているわけです。 

 また、それが三％マイナスシーリングでやっていくと、二〇一一年度までと。その後それは、

その後のことは分からないと言うけれども、そこまでマイナスでいって、その後また取り戻して

五十九兆にするんだということを言うのかどうかということですけれども、この四十九兆と五十

九兆の整合性が取れていないと、このように私は申し上げざるを得ないと思うわけです。 

 大臣は、直接は国土交通省ですけれども、数字にお強いところでどうですか、この十兆、おか

しいと思われませんか。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 今国土交通省の方でお答えしましたように、機械的に今後十年間

三％削減をしていけばそういう数字にはなると。しかし、毎年度の予算編成のときは、災害が起

これば補正予算を組んだりとか、いろんな道路予算も伸びていく場合もあるわけでありますから、

その数字がストレートにいくわけではないということ。それから、委員もおっしゃるように、二

十三年以降どういうふうになっていくかについてまだ決めておりません。しかも、なおかつ五十

九兆円というのは上限であるということ、これは委員も御承知のとおりのことでございます。 

 

○辻泰弘君 実は、現在の道路投資額は、先ほど申し上げましたように、五十九兆円と同じベー

スの地方単独を除いたものが五兆五千六百六十九億ということで五兆六千億になるわけで、それ

を単純に十年掛けても五十六兆にしかならないわけなんでございます。 

 そういった意味で、今の政府が持っている方針、三％のマイナスシーリング、それはずっと恒

久的、それこそ恒久的なものじゃない暫定的なものだと、こういうふうにおっしゃるのかどうか

分かりませんけれども、暫定の方が長く続くかもしれませんけれども、それはともかくといたし

まして、その五十九兆円というものは今までほかで言っている他の政策方針と私は整合的ではな

いと、このように思わざるを得ない、このように思っているわけでございます。 

 この点もちょっともう少し時間を掛けて議論をしたいと思いますけれども、一つだけ。暫定税



率が十年延長された場合に、財源はどれほど確保されるのか、今の五十九兆のうちのどれぐらい

だというふうにそこを考えておられるか。それを、じゃ財務省からお答えください。 

 

○政府参考人（加藤治彦君） 税収の正規の見積りとしては十年先まで見通すことは困難でござ

いますが、現行の水準が続くという前提で十年分足し合わせれば三十三兆オーダー、若干需要等

でそれが変化していくというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 これも私は、道路の中期計画というのを出されて、それに即した法案も出されて、

そしてそのうちに閣議決定をされるということというふうにお伺いしていますけれども、やはり

今後の、十年が五年になるのかとか、その辺は今後のことになるわけではございますけれども、

やはり政府として責任を持って、法案化までされたということであるとすれば、十年間の五十九

兆円というものがどういう方向で確保されていくのかといいますか、事業を行っていくのかとい

うことについて、やはり一つの方針は示してしかるべきだと、このように私は思います。 

 そういった意味で、道路投資額の今後の伸び率だとか各年度の予算額、事業量、こういったこ

とについて五十九兆円の内訳を国土交通省は示すべきだと思いますし、また同時に、今は三十三

兆円ということでお答えいただきましたけれども、それは税収の部分だと思いますけれども、そ

れ以外の財源の部分、五十九マイナス三十三になるんでしょうか、二十六になるかもしれません

が、その分がどういうふうに調達するというふうな、もちろん流動的でございますから、何もそ

れはイコール絶対そうでなければならないとか、そんなことはあり得ないわけではございますけ

れども、しかし基本的な考えとしてどうするのかと。これは財務次官が、事務次官が、査定では

ないけれどもチェックして五十九兆にしたんだと、こういったことまでおっしゃっていたわけで

すから、財務省もかんでおられるということだと思います。 

 そういった意味で、これも是非、国土交通省から、道路投資額五十九兆円の十年間における各

年度の予定額、事業量あるいは伸び率、こういったものをお示しいただきたいと思いますし、財

務省におきましても税収などの財源の調達をどういうふうに考えるのか、それに向けて是非文書

で資料を提出していただきたい。 

 委員長にお願いしたいと思います。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの件につきましても、後刻理事会で協議をいたします。 

 

○辻泰弘君 次に、暫定税率の廃止に伴う経済、物価への影響ということについてお伺いをした

いと思っております。 

 そこで、内閣府はこのことについてそれに近い答弁を大田大臣がされたりしているんですけれ

ども、そのことをちょっと簡潔に御説明ください。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） お答え申し上げます。 

 経済政策の効果につきましては、計量モデル、私どもの場合には経済財政モデルと申しますけ

れども、これを用いて試算することが考えられるわけでございます。 

 お尋ねの暫定税率廃止による景気、物価への影響、これを内閣府の経済財政モデルで取り扱う

ことができる範囲で考えるといたしますと、同額の減税とそれから公共投資削減というのを実施

した場合の実質ＧＤＰ及び消費者物価に与える影響を乗数を用いて考えるということになるかと

思います。 

 そこで、まず、実質ＧＤＰへの影響でございますけれども、公共投資や所得税額が一兆円変化

したときに実質ＧＤＰが何兆円変化するかという効果を乗数効果と申しますけれども、内閣府の

第二次改訂版の経済財政モデルの乗数を用いますと、初年度一年間におきまして公共投資を一兆

円削減すれば実質ＧＤＰは一兆円程度減少いたします。それから所得税を一兆円減税すれば実質

ＧＤＰは〇・六兆円程度増加いたしますので、これらを同時に行えば実質ＧＤＰは〇・四兆円程



度減少するということになります。したがいまして、仮に二・六兆円の公共投資削減とそれから

同額の所得税減税を同時に実施した場合には、初年度の実質ＧＤＰを一兆円程度押し下げるとい

うことになるかと思います。 

 それから、消費者物価への影響でございますけれども、実質ＧＤＰへの影響を考える場合と同

様に、経済財政モデルの乗数を用いて試算をいたしますと、仮に二・六兆円の公共投資削減とそ

れから同額の所得税減税を同時に実施した場合には、初年度一年間の消費者物価を〇・〇五％程

度押し下げることになります。 

 

○辻泰弘君 今、大田大臣が答弁された部分と、新たに物価の部分を教えていただきましたけれ

ども、それに連なる乗数効果等の資料を、これを文書で出していただきたいと思いますけど、お

願いできますか。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） 経済財政モデルにつきましては、乗数表等を公表しておりますので、

提出、差し上げます。 

 

○辻泰弘君 今物価のこともおっしゃっていただきましたので、その点についてもそれに連なる

資料をお出しいただくように、委員長、お願いしたいと思います。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの件につきましても、後刻理事会で協議いたします。 

 

○辻泰弘君 それで、今のおっしゃっている問題は、所得減税のことをおっしゃっているんです

ね。所得減税とその同額の公共事業削減の場合のことを対比としておっしゃっているわけです。

それは今までの既存のモデルの中ではそれしかないということなのかもしれません、私はよく分

かりませんけれども。 

 ただ、私どもが申し上げておりますのは、これはいわゆるガソリン、自動車に係る減税なわけ

でございまして、単なる所得減税ではないわけでございます。所得減税の場合は年末調整あるい

は確定申告で決まるわけですけれども、景気に、個人消費に与える影響という意味では給与所得

者の天引きが減っていくということによって具体化していくというふうに私は思いますけれども、

それはすなわち、ある意味で受け身と言ってはなんですけれども、それはもちろん今の生活状況

の中で消費に回るという部分もあるかもしれませんけれども、ある意味で受け身的なところがあ

ると思うんです。しかし、ガソリンを買う、自動車を買う、そういったことというのはやはりも

っと積極的で能動的なものであって、次なる消費に波及効果が大きいと私は思います。 

 そういった意味で、旧来の所得減税の乗数効果をもってこの〇・四の差の二・六掛けたら一だ

と、だから、五百兆分の一だから〇・二％マイナスだと、こうおっしゃっているんだと思います

けれども、それは私はその論理は今回のことに当てはまらないと思うんですけど、いかがですか。 

 

○政府参考人（齋藤潤君） 今私の方から、暫定税率廃止のマクロ経済への影響を見るという観

点から経済財政が相互に影響を及ぼし合う構造となっております経済財政モデルの乗数を用いて

御説明をいたしました。 

 このモデルでは、御指摘もありましたように、道路特定財源とかあるいは道路関係の歳出など

が明示的に取り扱われておりませんので、暫定税率そのものを御指摘のような形でお示しするこ

とは困難でございますので、近似的に乗数効果を所得税減税の効果について御説明申し上げたと

ころでございます。 

 

○辻泰弘君 まず、私は、この効果に、影響について聞かれたときに、そういった前提を言わず

に所得減税ということに決めてしまってそのことの数値を言ったということは、私はミスリーデ

ィングだと思います。そのことをまず指摘すると同時に、改めて、できないとはおっしゃったけ



れども、やはりここまでかかわっておっしゃっているわけだから、今回の暫定税率による影響と

いうもの、私が申し上げたように所得減税でやるのと、こういったガソリン、自動車関連の減税

でやるのと、私は性質が違うと思います。乗数効果はもっと高いと思います。 

 そういった意味で、内閣府としてもそのことについて分析をし、そのことについても資料を出

していただきたい。このことも委員長にお願いしたいと思うんですけれども、お願いいたします。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの件につきましても、後刻理事会で協議いたします。 

 

○辻泰弘君 次に、総務省にお伺いをいたしたいと思います。 

 それで、その意味は、かつて昭和六十二年に売上税ということが政府の方針として持たれて、

結果として廃案になったという歴史があるわけでございます。そのときには、結果として地方に

も歳入が不足になったと、こういった状況があったわけでございます。 

 そこで、総務省に事前に言っておりますのでお伺いしたいんですけれども、昭和六十二年の売

上税の廃案ということがあったときに、こういう質問がよく出されたんでございます。自治省は

売上税導入を前提とした地方財政計画を作成し、相当数の自治体が売上税導入を前提とした予算

を組んだ、しかし、これらの法案は廃案となり、自治体の財政はかなり混乱したが、その責任は

自治省にあるのではないかという趣旨の質問が国会で多くなされたと伺っております。それに対

しての自治省財政局長の答弁はどうだったか、そのことをお答えください。 

 

○政府参考人（御園慎一郎君） お答えいたします。 

 御指摘の質疑は、昭和六十二年の八月二十一日、衆議院の地方行政委員会で、当時の矢野自治

省の財政局長が答弁したものでございますが、読み上げさせていただきます。非常に激しい議論

の対象となるということが考えられるもの、こういったものについては、そういうことを十分ひ

とつ考えながら地方団体によってそれぞれ決定をしてほしいという点には、これを留意してまい

る必要はあろうかと私どもも思っております。 

 

○辻泰弘君 これ、非常に激しい議論の対象となるということが考えられるもの、このことにつ

いて幅を持って地方財政計画を作成し示すべきだったと、このことをおっしゃっているわけなん

ですね。もちろん、地方も予算組まなきゃなりませんから、国の予算と連動した予算を想定せざ

るを得ないというのはこれは現実にあるわけですけれども、しかし流動的である部分があるなら

ば、そのことをお伝えした上で地方財政計画を作成しなかったら地方に混乱をもたらすと、こう

いうことをおっしゃっていたと思うし、そのとおりだと思うんです。 

 しかし、残念ながらといいますか、今回私はこの部分についてこの教訓が生かされなかったと。

私どもは当初から、この一般財源化と暫定税率の廃止を申し上げてきたわけでございまして、そ

のことを踏まえた予算編成あるいは税制改正であるべきだったと思いますけれども、その部分は

聞き届けていただけてなかったわけでございますし、今日こういうふうになっているわけですけ

れども、しかし、私は少なくとも総務省、自治省というお立場において地方の混乱を回避すると

いいますか、財政上しっかりとその部分を混乱がないように取り組んでいただくという意味合い

において、こういったこともあるよと、特定財源が延長するかどうかというのは、それは国会で

決めることだから、その部分については流動的なものがあるということを考えた上での地方財政

計画を出すべきだったと、そのことがここで局長が言っていた、非常に厳しい議論の対象となる

ことが考えられたものについてはやはりその部分についてお伝えしておくべきだったと、こうい

ったことだったと思うんですけれども、そのことの反省が今回生かされなかった、教訓が生かさ

れなかったと思うのですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○政府参考人（御園慎一郎君） 委員御承知のように、国における予算編成、関連法案の作成、

国会の審議と、それから地方公共団体における予算編成や条例案の作成、地方議会の審議という

のは並行して行われますし、予算編成の作業というのは年末から本格化し、年を明けて部長査定、



知事査定と上がり、二月にはもう地方議会に提案していくと、こういう工程表の中で作業をして

おりまして、そういう中で政府として国の予算案だとか関連法案の考え方、それからそれに基づ

いた地方財政計画というものを地方団体の予算編成の参考資料として事前に情報提供するという

ことは、これは必要なことであると当時の矢野財政局長も答弁しておりますが、私どもも考えて

いるところでございます。 

 そういう意味で、御承知のように、総務省としてもおおむね一月の末、今回は一月二十二日で

ございました、一月の二十二日に財政課長内簡という形で技術的な助言ということで、地方財政

計画の中身等について地方団体に周知をしたところでありますが、その周知をするに際しては、

冒頭におきまして、地方公共団体の予算編成作業の状況にかんがみて、差し当たり現段階におけ

る地方財政の見通し、その他予算編成上留意すべき事項について別紙のとおりお知らせいたしま

すということで、あくまでも政府の予算編成の内容についての情報提供だということを明確にし

た上で提供させていただいておりますし、最終的には、これも言うまでもございませんが、地方

公共団体の予算というのは地方公共団体の判断によって決定されるものでございますので、その

点については私ども十分留意をしながら行動してきたつもりでございますし、当時の矢野財政局

長の教訓というのは私どもとしては意識をしながら作業をしてきたと思っておるところでござい

ます。 

 

○辻泰弘君 時間がございませんのでそれ以上申し上げませんけれども、やはり私は、今厳しい、

非常に厳しい議論の対象となるということは当然に予見されたと私は思いますので、その点につ

いては教訓を生かしていないと。やはりもう決まったものとして伝えた、そのことにやはり混乱

の原因も一つある。元々私どもの主張を反映されなかった税制改正、予算編成だったからだとい

うふうに私は申し上げたいと思いますけれども、しかし、少なくとも自治省、総務省としての対

応においても、その点はそのような反省の上に立つべきであったと、このことを指摘しておきた

いと思います。 

 限られた時間、五分になっておりますので、最後の点をお聞きしたいと思います。 

 これは政府の税制改正案の基本的な位置付けということになるんですけれども、そもそも法案

の施行日が四月一日、それを経過した後に趣旨説明を行っているわけでございますけれども、こ

のようなケースがかつてあったかということですけど、委員部、いかがですか。 

 

○参事（諸星輝道君） お答え申し上げます。 

 過去二十五年にさかのぼり衆議院送付の内閣提出法律案につきまして調査いたしました結果、

私どもにおいて確認いたしました施行期日を経過後に趣旨説明を聴取した過去例は三件でござい

ます。よろしいでしょうか。 

 

○辻泰弘君 はい。 

 それで、それらは修正可決されているんでしょうか。 

 

○参事（諸星輝道君） いずれも本院における採決時に施行期日の修正を行っております。 

 

○辻泰弘君 常識的に考えまして、施行期日を過ぎて委員会で趣旨説明をするというのはなかな

かないわけでございます。恐らく参議院に送られる段階で修正されているということもあるのか

と思います。今回の法案はやはりそういった意味で異常と言うべきであると思いますけれども、

大臣は提案理由説明でその公布日のことについては言及されていないんです。実は、私どもは、

その点は誠実に対応すべきだと思って、直嶋政審会長が提案をさせた中に、その公布日の施行に

ついては修正が必要だろうと、こういったことも申し上げているわけです。そして、それにかか

わるいろいろなことの整理も必要だろうと、このように申し上げているんです。 

 大臣、その点についておっしゃらなかったんですけど、どういうお考えの下におっしゃらなか



ったんでしょう。 

 

○国務大臣（額賀福志郎君） 政府としては、政府提出法案について、一つの院で議決した後は

これを修正できる立場ではない、法案の修正は立法府において判断されるべき事柄であると考え

ております。 

 一般論を申し上げれば、特段の施行日修正が行われないまま法律上の施行日を過ぎて法律が公

布、施行された例は過去にも存在をしております。その場合も、法律としての有効性に特段の問

題が生じていないと。 

 

○辻泰弘君 これは、私は本来施行日が修正されるべきだと思っていますけれども、例えばいろ

いろな法案の与党の御対応の中で、四月一日のままいった場合に、四月一日にさかのぼって適用

されるのか否かという部分は非常に大きな問題をはらんでいると、国民生活にとって、経済にと

って、産業にとって。そして、現に財務省は「租税特別措置の課税関係について」という文書を

出しておられて、この中では、租税特別措置が切れた、適用期限が経過したと、これらについて

は国税局及び税務署にお問い合わせくださいと、こういうふうになっているわけなんですね。 

 例えば、暫定税率が廃止されたというときに、恐らく四月一日までさかのぼってガソリン税取

りますよと、こういうことには多分ならないんだろうと思います。しかし、例えば四月に蔵出し

があったりして、そこで課税関係が発生しているけど納付は五月末までなんですね。そうだとし

たときに、例えば五月末までに法案が通った場合、四月一日にさかのぼるということが適用され

て、そのものについてはガソリン税が掛かるのか、あるいは、もう移出されたのは、それはまだ

課税が発生していないときだから外されるのかというのは分からないわけですね。分からないと

いうか、少なくとも法律では読めないわけですよ。 

 例えば、そういった例が現実にあるわけなんです。 

 それが先ほど申し上げた財務省のホームページの「租税特別措置の課税関係について」という

のにリストアップされていますけれども、これだけなのかこれ以上あるのか分かりませんが、少

なくとも私は、交付が四月一日にさかのぼるのかどうか今後のことでありますけど、少なくとも

四月一日のまま出しておられるお立場において、実際法案が通ってその後に、その四月一日まで

いわゆる不利益遡及、遡及ということがありますけれども、しかし不利益遡及の考え方でいくの

かどうかもはっきりしていないわけなんですね。 

 大臣は記者会見のときに、つなぎ法の対象外についてはさかのぼって減税をするんだというこ

ともおっしゃっております。それは、いわゆる利益遡及はする、不利益遡及はしないという考え

だと思いますけれども、しかしその点も実ははっきりしていないわけなんですね。だから、その

部分というのがどうなるのかというのがクリアじゃないわけです。 

 ですから、この点については、今回提出されている税法改正のそれぞれの項目について、四月

一日が公布日になっているけれども、実際発動されるといいますか、実質的に法が有効になるの

は後になるわけですから、そのさかのぼりがどうなるのか、そのことについての取扱いについて

どういうふうに考えられるのか。本来、私は法律でやるべきだと思いますけど、法律で必ずしも

やらないという姿勢のように思えますから、その点については、具体的にこの項目についてはど

う扱うんだと。先ほど私が申し上げたような具体例があるわけですが、そのことについて文書で

出していただくように、これも是非委員会として、理事会でお取り扱いをいただいて、是非資料

として出していただきたい、個別の税目についてお願いしたいと、このように思うんですけど、

お願いします。 

 

○委員長（峰崎直樹君） ただいまの件につきましても、後刻理事会で協議をいたします。 

 

○辻泰弘君 時間が参りましたので、以上で私の質問を終わらせていただきます。 

 


