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わが国経済は、長い低迷の時代から抜け出し、着実に成長を続

けている。

東北経済は、全国他地域に比べて景気回復が遅く、出遅れ感が

見られたが、景況感実績がプラスに転じるなど、回復傾向が明確

になってきている。

しかしながら、地域間・業種間には依然として格差が見られ、

原油価格の高騰や海外経済の動向などの影響を勘案すると、決し

て楽観視することは出来ない状況にある。また、一昨年の新潟･

福島豪雨や新潟県中越地震、平成18年豪雪など、度重なる自然災

害により、東北地域においても、甚大な被害が発生しており、今

後は、安全･安心の確保に向けた、災害に強い地域づくりが急務

となっている。

このため当会では、「生き生き元気よく暮らせる東北」の実現

に向け、重点課題として、「産学官連携による地域産業の競争力

強化と産業集積の促進」、「地域の自立と連携による経済社会の活

性化」、「海外との交流・提携による事業機会の拡大支援」、「基礎

的社会資本の整備・利活用の促進」の４点に絞り、具体的な活動

に積極的に取り組んでいるところである。
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平成19年度政府予算に関する
東北地域の重点事項について
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平成19年度政府予算の編成にあたっては、東北産業経済活性化

に向けた下記事項の諸施策の実施と真に必要とする社会資本の整

備に関わる政府予算の重点配分について、東北産業経済界の総意

をもって要望する。

平成18年８月

社団法人　東北経済連合会

会　長　　幕　田　圭　一



記

�．東北産業経済の活性化に向けての支援

１．中堅・中小企業の活性化支援

東北の経済活動を支えている中堅・中小企業の事業活動を活

性化させるため、産学官連携の推進や各種の支援制度を充実強

化すること。

（1）産業クラスター形成の推進

・推進機関、拠点機関の進めるネットワーク形成、研究会等

事業助成の増額などクラスター形成に向けた支援策の拡充

・新連携およびものづくり基盤技術高度化支援事業等による

中堅・中小企業の新事業創出活動への支援策の拡充

・産総研等と公設試験研究機関の連携強化による中堅・中小

企業の研究開発への支援充実

（2） 産学官連携の推進　　

・大学等の研究開発成果の産業化促進に向けたインキュベー

ト機能（施設・人材等）の充実

・MEMS等の次世代産業技術に関する研究開発補助金等の拡充

・地域新生コンソーシアム制度における資金枠拡大や年複数

回申請受付

・国立大学法人等の教育機能充実に関する地方公共団体から

の寄付制限の緩和
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（3）事業支援制度の充実・強化

・中小企業による輸出事業へのジェトロ等の支援制度の充実

・都市機能の集約、街づくりリーダー育成等による中心市街

地活性化支援策の拡充

（4）中堅・中小企業の活性化を支える人材の育成

・企業OBの活用等による市場開拓支援人材の確保・育成

・MOTプログラム等による企業経営人材育成への支援

・高度技術対応などものづくり人材の育成に対する支援拡充

２．新事業・ベンチャー企業活動への支援

東北地域では、本年4月に新産業・新事業創出支援活動の強

化に向けて、東北7県の産学官の総合力発揮のもと東経連事業

化センターを設立した。こうした地域の自主的取り組みと相乗

効果が発揮できるような各種の支援制度を充実強化すること。

（1） ベンチャー企業支援制度の整備

・ベンチャー企業等製品に対する政府・自治体調達の拡充

・公的支援機関によるビジネスプラン立案や第2創業等に関

わる支援活動の充実

・知的財産活用戦略立案促進のための支援制度の充実

・海外での中小企業知的財産権保護策の強化

３．規制改革の推進

民間主導による経済活性化に向けて、規制改革への取り組み
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を一層加速させるためにも、地域の特性に応じた産業集積や新

産業創出につながる構造改革特区構想や地域再生計画を強力に

推進すること。

（1） 国・自治体業務における民間への市場開放の推進

（2）構造改革特区制度の更なる周知と特例措置メニューの充実

および地域自立に関わる地域再生計画策定の促進

４．民間企業の活力を引き出すための税制改革

わが国経済の活性化と、企業の国際競争力の強化に向けて、

世界的に見ても水準の高い法人課税の抜本的な改革を図るこ

と。

（1）法人課税実効税率の30％台前半への引き下げ

（2） 減価償却制度の見直し

（3） コストの増大や雇用悪化につながる環境税の導入見送り

５．国際観光振興策の促進

戦略的かつ効果的な外国人旅行者の訪日促進に向けて「ビジ

ット・ジャパン・キャンペーン」を推進するため、引き続き十

分な財源の確保を図ること。

�．地域の自立と連携の基盤となる基礎的社会資本の整備

１．高速交通ネットワークの整備・利活用の促進

高速交通ネットワークは地域の自立発展に不可欠なものであ
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ることから、そのネットワークの完成に向け、整備促進を図る

こと。

（1） 新幹線の整備促進

・東北新幹線（八戸・新青森間）の早期開業

・北陸新幹線（長野・富山間）の整備促進

（2） 高規格幹線道路の整備促進

・日本海沿岸東北自動車道

・常磐自動車道

・東北横断自動車道　釜石秋田線

・東北中央自動車道

・東北縦貫自動車道　八戸線

・三陸縦貫自動車道

・八戸・久慈自動車道

・津軽自動車道

（3） 地域高規格道路の整備促進

（4） 有料道路方式と新直轄方式の有効活用による整備の促進

・有料道路方式と新直轄方式の最適な採用により、整備の迅

速化を図ること。

・新直轄整備区間については、一部を除き供用時期が未だ不

透明な区間があり、地域の開発計画、企業の経営戦略等に

支障を与えているため、供用時期を明示すること。

（5）道路特定財源制度の維持・活用

高規格幹線道路を効率的かつ計画的に整備するため、受益
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者負担という趣旨に則った道路特定財源については、一般財

源化など他の目的に転用することなく、全額を道路整備に充

当すること。

２．港湾・空港の整備促進

港湾・空港は人流のみならず、物流の面でも欠くことのでき

ない産業活動を支える重要な社会資本であることから、その整

備促進を図ること。

（1） 港湾の整備促進

・中核国際港湾としての仙台塩釜港、新潟港の整備促進と機

能強化

・船舶の定時性確保のため防波堤の整備等を図ること

（2） 空港の整備促進

新潟空港の滑走路延長の早期着工

３．安全・安心を支える基盤整備の推進

（1） 港湾・空港の安全確保

耐震バースの整備等緊急物資輸送の確保やGPS波浪計の導

入など、地震・津波被害を軽減する港湾整備の促進

（2） 海岸浸食被害の軽減や津波対策のための海岸事業の促進

（3） 防災体制の強化

地域の安全に関わる地震、噴火、洪水等に関する国と地方

との情報共有化等、関係機関の連携による防災体制の強化
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（4） 積雪地域における冬期生活環境の向上

消流雪用水導入事業をはじめとする克雪対策の促進

４．IT環境の整備とその利活用の促進

地域での多様な産業活動および安全･安心な生活環境を支える

ため、IT環境の整備、中でもブロードバンド環境の改善および

2011年に予定される地上デジタルテレビ放送への円滑な移行を

支援すること。

（1）採算面から民間では展開が困難な地域において、地方自治

体等が行う光および携帯電話のブロードバンド環境整備へ

の支援

（2）山間へき地等におけるテレビの共聴設備の地上デジタル化

対応への支援

（3）組み込みソフトやコンテンツの制作などITを活かせる人材

育成への支援

�．循環型社会構築による環境問題への対応

１．循環型産業経済社会実現のための資源･エネルギー利用の高度

化支援

環境負荷の低減と物質循環効率を向上させるため、未利用の

資源・エネルギー等の活用に関する技術革新を恒常的に推し進

めるとともに、東北等に賦存量が多いバイオマス資源を有効活
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用してエリア的に環境経済の成り立つ高効率利用システムを構

築すること。

（1） バイオマス等のエネルギー利用の高度化

（2）排熱等の未利用エネルギーの活用および高効率化に関する

技術の開発推進

（3）廃棄物処理等における拠点形成による関連技術の集積化と

輸送効率の向上

（4）最終処分量減等を図るための物質・資源の効率的利用シス

テムの構築

�．地域主権による分権社会の構築

「自立した国・地方関係の確立」という地方分権の基本理念

を実現するため、以下の事項について特段の配慮を図ること。

（1）国と地方の対等関係の実現に向けた税源移譲

地域偏在の少ない地方消費税の充実を軸にして、国から地

方への税源移譲を図り、自立した財政運営を行える地方自治

体の割合を高めること。

（2）地方交付税制度の見直し

地方交付税を国による政策誘導の手段とすることを順次縮

小し、財源保障機能と財政調整機能を強化すること。また、

地方交付税算定の簡素化は必要であるが、人口・面積だけの

算定では、適正配分は困難であるため、人口・面積以外に配

慮を必要とする要素も取り入れること。
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（3） 国庫補助負担金の見直し

従来の補助負担率の切り下げや交付金化は、国の規制・関

与が残るものであり、地方における裁量・自由度の拡大に繋

がらないため、一般財源化および完全廃止を図ること。

（4） 地方行財政全般を協議する機関の設置

国の政策立案および執行に対して、地方の考えを反映させ

るため、国と地方の制度の再構築に向け、行財政全般にわた

る重要事項を協議する機関（「国と地方の協議の場」）を設置

すること。

�．新潟県中越地域での早期震災復興の推進

新潟県中越地震被災地について、中山間地の復興モデルとな

るよう地元自治体と連携し、早期復興に向け支援すること。

（1）「新潟県中越大震災復興計画」（新潟県策定）等に基づく

復興事業の促進

（2） 被災地自治体への財政支援や必要な措置の早期対応

Ⅵ．2008年主要国首脳会議の新潟市等での開催

2008年主要国首脳会議を新潟市と横浜市で共同開催すること。
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平成19年度
政府予算・省庁別重点事項一覧



【内　閣　府】
ページ要　　望　　項　　目

3

●中堅・中小企業の活性化支援
�産業クラスター形成の推進
�産学官連携の推進
�事業支援制度の充実・強化
�中堅中小企業の活性化を支える人材の育成

4●新事業・ベンチャー企業活動への支援
�ベンチャー企業支援制度の整備

4

●規制改革の推進
�国・自治体業務における民間への市場開放の推進
�構造改革特区制度の更なる周知と特例措置メニューの充実および地域自立に関わる地域
再生計画策定の促進

5

●民間企業の活力を引き出すための税制改革
�法人課税実効税率30％台前半への引き下げ
�減価償却制度の見直し
�コスト増大や雇用悪化につながる環境税の導入見送り

5
●国際観光振興策の促進
�「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を推進するために、引き続き十分な財源の確保を図
ること

5

●高速交通ネットワークの整備･利活用の促進
�新幹線の整備促進
�高規格幹線道路の整備促進
�有料道路方式と新直轄方式の有効活用による整備の促進
�道路特定財源制度の維持・活用

7
●港湾・空港の整備促進
�港湾の整備促進
�空港の整備促進

7

●安全安心を支える基盤整備の推進
�港湾・空港の安全確保
�海岸浸食被害の軽減や津波対策のための海岸事業の促進
�防災体制の強化
�積雪地域における冬期生活環境の向上

8

●IT環境の整備・利活用の促進
�地方自治体等が行う光及び携帯電話のブロードバンド環境整備への支援
�山間へき地等におけるテレビの共聴設備の地上デジタル化対応への支援
�組み込みソフトやコンテンツの制作などITを活かせる人材育成への支援

8

●循環型産業経済社会実現のための資源･エネルギー利用の高度化
�バイオマス等のエネルギー利用の高度化
�排熱等の未利用エネルギーの活用および高効率化に関する技術の開発推進
�廃棄物処理等における拠点形成による関連技術の集積化と輸送効率の向上
�最終処分量減等を図るための物質・資源の効率的利用システムの構築
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平成19年度　政府予算・省庁別重点事項一覧〈参考〉



【財

●

●

●

●

【経

●

●

●

●

【内　閣　府】
ページ要　　望　　項　　目

9

●地域主権による分権社会の構築
�国と地方の対等関係の実現に向けた税源移譲
�地方交付税制度の見直し
�国庫補助負担金の見直し
�地方行財政全般を協議する機関の設置

10
●新潟県中越地域での早期震災復興の推進
�復興事業の促進
�被災地自治体への財政支援や必要な措置の早期対応

10●2008年主要国首脳会議の新潟市等での開催
�2008年主要国首脳会議を新潟市と横浜市で共同開催すること

【総　務　省】
ページ要　　望　　項　　目

8

●IT環境の整備・利活用の促進
�地方自治体等が行う光及び携帯電話のブロードバンド環境整備への支援
�山間へき地等におけるテレビの共聴設備の地上デジタル化対応への支援
�組み込みソフトやコンテンツの制作などITを活かせる人材育成への支援

3●国立大学法人等の教育機能充実に関する地方公共団体からの寄付制限の緩和

9

●地域主権による分権社会の構築
�国と地方の対等関係の実現に向けた税源移譲
�地方交付税制度の見直し
�国庫補助負担金の見直し
�地方行財政全般を協議する機関の設置

10
●新潟県中越地域での早期震災復興の推進
�復興事業の促進
�被災地自治体への財政支援や必要な措置の早期対応

10●2008年主要国首脳会議の新潟市等での開催
�2008年主要国首脳会議を新潟市と横浜市で共同開催すること

【外　務　省】
ページ要　　望　　項　　目

10●2008年主要国首脳会議の新潟市等での開催
�2008年主要国首脳会議を新潟市と横浜市で共同開催すること
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【財　務　省】
ページ要　　望　　項　　目

5

●民間企業の活力を引き出すための税制改革
�法人課税実効税率30％台前半への引き下げ
�減価償却制度の見直し
�コスト増大や雇用悪化につながる環境税の導入見送り

5●高速交通ネットワークの整備･利活用の促進
�道路特定財源制度の維持・活用

9

●地域主権による分権社会の構築
�国と地方の対等関係の実現に向けた税源移譲
�地方交付税制度の見直し
�国庫補助負担金の見直し
�地方行財政全般を協議する機関の設置

10
●新潟県中越地域での早期震災復興の推進
�復興事業の促進
�被災地自治体への財政支援や必要な措置の早期対応

【経済産業省】
ページ要　　望　　項　　目

3

●中堅・中小企業の活性化支援
�産業クラスター形成の推進
�産学官連携の推進
�事業支援制度の充実・強化
�中堅中小企業の活性化を支える人材の育成

4●新事業・ベンチャー企業活動への支援
�ベンチャー企業支援制度の整備

5

●民間企業の活力を引き出すための税制改革
�法人課税実効税率30％台前半への引き下げ
�減価償却制度の見直し
�コスト増大や雇用悪化につながる環境税の導入見送り

8

●IT環境の整備・利活用の促進
�地方自治体等が行う光及び携帯電話のブロードバンド環境整備への支援
�山間へき地等におけるテレビの共聴設備の地上デジタル化対応への支援
�組み込みソフトやコンテンツの制作などITを活かせる人材育成への支援
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【国土交通省】
ページ要　　望　　項　　目

5

●高速交通ネットワークの整備・利活用の促進
�新幹線の整備促進
�高規格幹線道路の整備促進
�有料道路方式と新直轄方式の有効活用による整備の迅速化
�道路特定財源制度の維持・活用

7

●港湾・空港の整備促進
�中核国際港湾としての仙台塩釜港、新潟港の整備促進と機能強化
�船舶の定時性確保のため防波堤の整備等を図ること
�新潟空港の滑走路延長の早期着工

7

●安全・安心を支える基盤整備の推進
�港湾・空港の安全確保
�海岸浸食被害の軽減や津波対策のための海岸事業の促進
�防災体制の強化
�積雪地域における冬期生活環境の向上

8

●IT環境の整備・利活用の促進
�採算面から民間では展開が困難な地域において、地方自治体等が行う光及び携帯電話の
ブロードバンド環境整備への支援

�山間へき地等におけるテレビの共聴設備の地上デジタル化対応への支援

5
●国際観光振興策の促進
�戦略的かつ効果的な外国人旅行者の訪日促進に向けて「ビジット・ジャパン・キャンペー
ン」を推進するために、引き続き十分な財源の確保を図ること

10
●新潟県中越地域での早期震災復興の推進
�復興事業の促進
�被災地自治体への財政支援や必要な措置の早期対応
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