席の機会ですので︑我が国における環境税の導入
について御質問をさせていただきます︒
まず︑平成二十一年度が終わったときの我が国
の財政状態がどうなっているかについて考えたい
と思います︒
我が国は︑最新の財務諸表である平成十八年度

○田中委員長 質疑の申し出がありますので︑順
次これを許します︒広津素子君︒
○広津委員 本日は︑いわゆるＦＲＣの報告が議
題となっておりますが︑せっかく与謝野大臣御出

国だけしか言っていなかったので︑地方も含める
とかなり多いと思います︒どちらにしても︑かな
り多いということがわかります︒
次に︑地球温暖化対策全体の中で︑環境税を導
入することの意味についてお話します︒
国の財政状態を改善するためには︑もちろん行

ざいますが︑仮に︑平成二十一年度末における国
と地方の長期債務残高の八百四兆円について︑こ
れを国民一人当たりの数値として試算いたします
と︑一人当たり約六百三十万円の借金を背負って
いるということになります︒
○広津委員 どうもありがとうございます︒私は

五八％となると見込まれており︑我が国の財政は︑
主要先進国の中でひときわ厳しい状況に置かれて
おります︒
お尋ねの純債務については︑財務省においては
その数値を公表しておらず︑国民一人当たりの純
債務の予測についてもお答えができないわけでご

そこで︑御質問いたしますが︑平成二十一年度
末における我が国の債務︑純債務及び国民一人当
たりの純債務の予測はどうなりますでしょうか︒
○与謝野国務大臣 国と地方の長期債務残高は︑
平成二十一年度の末におきましては八百四兆円に
なると予想されます︒対ＧＤＰ比では︑これは一

少により︑我が国の経済は不況に突入し︑政府は
景気対策として七十五兆円の経済対策を行い︑さ
らに十兆円規模の補正予算を組もうとしておりま
す︒

界の意識や行動を変革するためのメッセージ効果
があり︑エネルギーに関するパラダイムシフトの

五％くらいの目標でなければ地球温暖化はとめら
れないと思います︒それを考えますとき︑まず︑
地球温暖化対策の一環として︑自主的取り組みや
規制などのさまざまな地球温暖化対策に加えて︑
環境税を導入するのがよいと思うわけです︒
その理由は︑環境税は︑日本に限らず︑広く世

肢﹂は︑今後相当な量の温室効果ガスの削減が必
要であることを踏まえ︑二〇二〇年におけるＣＯ
の排出量を︑二〇〇五年及び一九九〇年比を示
し︑一九九〇年比では︑下の方はマイナス一五％
のケース︑マイナス二五％のケースなど︑四つの
ケースを示しております︒そして︑先進国一律二

ではなく︑炭素を排出するものに対しては︑炭素
に価格をつけて︑原則としてフェアに徴収するこ
とが必要となります︒
参考資料としてお配りしております︑地球温暖
化問題に関する懇談会の中期目標検討委員会が出
している﹁温室効果ガス排出量の中期目標の選択

つまり︑例えば道路特定財源が一般財源化され︑
どういう根拠でこの税金をいただくかについて議
論があるわけですが︑これを炭素税もしくは環境
税としていただくのが妥当ではないかと思うわけ
です︒もちろん︑炭素税もしくは環境税として課
税するに当たっては︑これを自動車のみに限るの

出も必要です︒そのため︑歳入を図る必要もあり
ます︒そして︑私は︑その一部を環境税で賄うと︑
グリーン・ニューディールによる補助金の効果を
さらに高めることができると考えております︒

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

の貸借対照表によれば︑国単体で九百八十一兆円
の債務があり︑純債務は二百七十七兆円となって
おります︒これにより︑老人から子供まで含めた
国民一人当たりの純債務は約二百十七万円となり︑
四人家族の御家庭では八百六十八万円の債務を負
っていることになります︒

政改革により無駄を省くことは大切ですが︑二十
一世紀向けのインフラ整備や景気対策のための支

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

これに加えて︑昨年来︑燃油価格の高騰による
コスト高とリーマン・ショックによる売上高の減
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さらに︑環境税の導入によりＣＯ の排出コス
トの予測ができれば︑社会がエネルギーの転換を
行うためのインセンティブにもなります︒そのた
め︑エネルギーを転換してイノベーションを行う
大きな動機づけになるとともに︑これを地球的規
模で行うことにより︑かなりの効果が上がると考

契機になると思うからです︒これに中国︑インド
やアメリカなどの他国も協調すれば︑日本の国際
競争力が落ちることはなく︑公平に地球温暖化を
とめることができると考えます︒

本改革の中で行われるこれからの議論として書い
てあるわけでございます︒
こうした中で︑先生の御質問の中にあった環境
税については︑地球温暖化対策に係るさまざまな
政策的手法全体の中での位置づけ︑課税の効果︑
国民経済や産業の国際競争力に与える影響などを

して︑ありがとうございます︒
先般成立いたしました税制改正法の附則におい
ても︑今後の税制抜本改革において︑低炭素化を
促進する観点から︑税制全体のグリーン化︑すな
わち環境への負荷の低減に資するための見直しを
推進することとしております︒これは︑税制の抜

効果がありますが︑補助金と税金︑同じ金額をつ
けますと︑財政中立になり︑さらに二倍の効果が
出るという意味です︒
○与謝野国務大臣 大変いい御質問をいただきま

当に地球温暖化をとめることができると思います︒
いかがでしょうか︒
○小林政府参考人 お答えいたします︒
今︑環境税のプラス面を伸ばして︑そして副作
用を減らすということができるのではないかとい
う御指摘でございます︒

既に環境税を導入している諸外国では︑産業に
よって軽減措置なども見られ︑環境税の産業への
マイナスの影響をなくすことが可能です︒さらに︑
産業におけるイノベーションをむしろ後押しする
ということもあり︑もし国際的にその動きが広が
れば︑国際競争力が落ちるという問題もなく︑本

影響は︑プラス面もあるし︑マイナス面もあると
思いますが︑国としてかたい決意で政策を行えば︑
経済への影響を緩和し︑また脱炭素社会の製法へ
の転換を促すこともできます︒

2

の排出削減が見られ︑エネルギー価格の変化はエ
ネルギーの消費に確実な影響を与えていることが
明らかになりました︒
現在は︑燃油価格の下落により︑エネルギーの
転換の動きがとまっておりますので︑環境税を導
入して化石燃料を的確な価格に維持すれば︑ＣＯ

響につきましては︑私は︑代替エネルギーへの転
換を進めることにより︑むしろ買いかえ需要が発
生するとともに︑環境技術の開発も進むと思いま
す︒我が国の自動車が︑アメリカの自動車と異な
り︑省エネの技術にトップランナーと言われるほ
どすぐれているのは︑まさにエネルギーの値段が

十分踏まえ︑総合的に検討していく課題であると
考えております︒いわば︑これから皆様方に御議
論をしていただくという国会の課題であるという
ふうに考えております︒
○広津委員 どうもありがとうございます︒
次に︑国民経済や産業の国際競争力に与える影

は地球温暖化対策上︑大変有用な政策だというふ
うに考えてございまして︑今後とも︑産業の国際

といったような︑いろいろな軽減措置が講じられ
ておりまして︑その結果︑産業への影響が相当に
緩和されているというような御指摘を得ておりま
す︒
環境省といたしましても︑先ほど御指摘のとお
りでございますけれども︑環境税の導入というの

これは御指摘のとおりでございまして︑既に︑
先例でございますイギリスとかデンマーク等にお
きましては︑一例でございますけれども︑鉄鋼あ
るいは原料炭といったような原材料については免
税をするというようなこと︑あるいは政府とＣＯ
の削減の協定を結んだ場合には税率を軽減する

2

排出の削減のインセンティブが働くことは明ら
かです︒そして︑現在行っているグリーン・ニュ
ーディール政策に環境税の税収から充当すれば︑
二重の効果が見込めると思いますが︑いかがでし
ょうか︒
二重の効果と申しますのは︑例えば︑環境によ

高く︑環境に厳しい国で開発された車だからです︒
そのため︑国民経済や産業の国際競争力に与える

えます︒
実際に︑環境税を導入した場合の効果につきま
しては︑昨年の燃油価格高騰のときに実証されて
おります︒昨年の燃油価格高騰の折には︑化石燃
料の消費が減少し︑代替エネルギーに転換するた
めの研究や政策が進みました︒その結果︑ＣＯ

い車に補助金をつけるのと︑環境によくない車に
税金をつけるのは︑インセンティブとしては同じ
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競争力に与える影響も踏まえながら︑諸外国にお
ける取り組みも参考として︑我が国の実情に合っ
た軽減方策についても検討を進めてまいりたいと
いうふうに考えてございます︒
ひ入れていただきたいと思っております︒
第四番目の質問ですが︑では︑どういう方法で
環境税の金額を決めるか︑及び既存エネルギー関
係諸税や諸外国における取り組みの状況との関係
ですが︑私は︑既存エネルギー関係諸税を一般財
源化するに当たっては︑まず︑炭素に価格をつけ

であるというふうに考えております︒
○広津委員 どうもありがとうございます︒私も︑
税制の抜本改革の中で消費税等を見直すというふ
うに書いてありますが︑その等の中に環境税をぜ

いましたことに︑基本的に︑心から拍手を送りな
がら聞かせていただいておりました︒
炭素に価格をつけるという発想︑これが︑一つ
は税という形で価格をつける︑もう一つは排出量
取引という中で価格をつける︑いわゆる経済的手
法の中の一つになりますけれども︑あらゆる手段

ぜひよろしくお願い申し上げます︒
○竹下副大臣 私は︑今財務副大臣をしておりま
すが︑党の中ではずっと環境税を一生懸命やって
きた一人でございまして︑今広津委員のおっしゃ

私も頑張りますので︑よろしくお願いいたします︒
○竹下副大臣 こちらから︑よろしくお願いをい
たします︒
環境税をめぐる議論というのは︑欧米ですと環
境税という名目で税を上げて︑実は︑ちょっと我
々も疑問に思っておりますのは︑その使い道が社

○西本政府参考人 お答え申し上げます︒
先ほどイノベーションの話についての御質問が
ございましたけれども︑こういう厳しい経済情勢
の今こそ︑環境分野に対して戦略的に︑果敢に投
資を行って︑低炭素社会の実現を目指すことが重
要であるというふうに考えております︒このよう

うに環境税を設定するのがよいと思います︒
ドイツ︑イギリス︑フランス︑韓国などにおき
ましては︑既に環境税が導入されておりまして︑
環境対策の役割も果たして︑削減効果があったと
指摘されております︒それぞれの国で一リットル
当たりのガソリン価格と税額を申し上げますと︑

会福祉やそういうところへ行っておりまして︑環
境対策になっていないという側面もあります︒税
の導入と同時に︑先ほどおっしゃいましたインセ
ンティブを二重に使うという意味で︑低炭素化の
ために環境税を使えば二重の効果があるという先
生の御主張は非常にもっともだと思いますので︑

を︑規制的手段もあるいは自主的な方法もそして
経済的な手法も︑あらゆる方法を動員して低炭素
社会というのをつくっていかなきゃならぬ︑こう
考えておりますので︑先生の御指導を受けながら︑
これからも検討していきたいと思っております︒
○広津委員 応援︑どうもありがとうございます︒

ギーの設備への投資についての即時全額の損金算
入制度を創設したところでございますし︑環境性
能にすぐれた自動車︑こういったものに対する自
動車関係諸税の時限的な減免に取り組んだところ
でございます︒それから︑太陽光発電設備を含む
住宅の省エネ改修に対する減税措置なども盛り込

イギリスではガソリン一リットル当たりの価格は
二百三十三円︑税額は百五十円︑ドイツでは価格
が二百二十九円︑税額が百四十三円︑フランスで
は価格二百十六円︑税額百三十四円︑日本では価
格百五十五円︑税額六十一円となっております︒
今後は我が国も︑税制の抜本改革におきまして︑

できればそういう方向になってくれればいいなと
心の中では強く期待をいたしております︒

るという発想で環境税の水準を決めるのがよいと
思っております︒また︑環境を守り︑エネルギー
の転換を促すという観点からは︑少なくとも現行
の税率水準を維持することが必要であり︑他の先
進諸外国との比較から考えれば︑ガソリンであれ
ば︑一リットル当たり二百円程度の売価になるよ

んだところでございます︒
このように︑環境関連のイノベーション︑これ
を進めるための助成や環境関連の投資に対してイ
ンセンティブを与えるような税制等々︑さまざま
な手段や手法によりまして︑社会全体の低炭素化
を進めてまいりたいと思っております︒

環境税を導入して︑税制もグリーン化を図ってい
くことを大きな方向にすべきだと思いますので︑

な観点から︑経済産業省といたしましては︑新エ
ネルギーや省エネルギーの導入に対する補助ある
いは革新的な技術開発を支援していくというよう
なことに取り組んでおるところでございます︒
それから︑税制でございますけれども︑平成二
十一年度の税制改正で︑省エネあるいは新エネル

環境税につきましては︑今後の税制抜本改革に
関する議論の中で総合的に検討していくべき課題
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ありがとうございました︒
○田中政府参考人 大臣︑副大臣から既に御答弁
がございましたので︑つけ加えることは余りござ
いませんけれども︑先生の御指摘のように︑各国
でさまざまな︑その国の特性に応じて︑環境税と
呼ぶかどうかは別にしまして︑エネルギーに関す
る新しい税であるとかあるいは既存税制の枠組み
の変更であるとかいうことが行われております︒
今までの既存の税制の引き上げですとか︑ある
いは既存の税制において対象外であったエネルギ
ーに新しい税を入れるですとか︑あるいはそれを
全部組みかえるですとか︑あるいは御指摘のあり
ましたような炭素の含有量に応じた税率を設定す
るとか︑内容はさまざまでございますので︑大臣︑
副大臣から御答弁がございましたように︑今後の
議論の中で︑政策的手法のあり方あるいは国民経
済とか産業への影響等々を考えながら︑総合的に
検討をしていく必要があると考えております︒
○広津委員 どうもありがとうございました︒
本日は︑非常に有意義な答弁をいただきまして︑
心から感謝を申し上げます︒ありがとうございま
した︒
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