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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 5 月 9日(金) 17:30～19:15 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長       安 倍  晋 三   内閣総理大臣 

議員       塩 崎  恭 久   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        菅    義 偉   総務大臣 

同        尾 身  幸 次   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 

臨時議員   麻 生  太 郎   外務大臣 

同      柳 澤  伯 夫   厚生労働大臣 

同        松 岡  利 勝     農林水産大臣 

同        渡 辺  喜 美     国・地方行政改革担当大臣 

       

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）グローバル化改革（ＥＰＡ・農業）について 

（２）ハローワークについて 

（３）独立行政法人改革について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 経済連携協定（ＥＰＡ）交渉の加速とＷＴＯ交渉の早期妥結に向けて 

（有識者議員提出資料） 

○ 強い農業への第一歩（有識者議員提出資料） 

○ 経済連携協定（ＥＰＡ）等について（麻生臨時議員提出資料） 
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○ グローバル化の中での農政の展開（松岡臨時議員提出資料） 

○ 今後のＥＰＡ戦略について（甘利議員提出資料） 

○ ハローワークについて（柳澤臨時議員提出資料） 

○ ハローワークの市場化テストについて（有識者議員提出資料） 

○ 独立行政法人のゼロベースでの見直しを（有識者議員提出資料） 

○ 独立行政法人の成果と改革の加速について（菅議員提出資料） 

○ 政策評価の機能の発揮に向けて（菅議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ グローバル化改革専門調査会第一次報告 

（伊藤グローバル化改革専門調査会会長提出資料） 

○ 強い農業への第一歩（参考資料）（有識者議員提出資料） 

○ 当面の経済連携協定（ＥＰＡ）交渉について＜ＥＰＡ交渉に関する工程表＞ 

（麻生臨時議員提出資料） 

○ グローバル化の中での農政の展開（参考資料）（松岡臨時議員提出資料） 

○ 今後のＥＰＡ戦略について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ 独立行政法人の成果と改革の加速について（参考資料）（菅議員提出資料） 

○ 政策評価の機能の発揮に向けて（参考資料）（菅議員提出資料） 

 

 

 

 (本文) 

○ 議事の紹介 

（塩崎議員） 今日は大田大臣が尐し遅刻をされますので、私が代わってピンチヒッ

ターの司会をやらせていただきたいと思います。 

   ただいまから、今年12回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 今、申し上げたように、大田大臣は参議院の決算委員会で答弁に立っておりま

すので、進行をさせていただきます。 

 本日の議題は、次第がございますけれども、麻生大臣、松岡大臣にもお出まし

をいただいておりまして、１つは「グローバル化改革（ＥＰＡ・農業）について」。 

 後ほど、柳澤大臣に御参加をいただきまして「ハローワークについて」。 

 最後に、渡辺大臣に御参加をいただきまして「独立行政法人改革について」御

審議をいただきたいと思います。 

 なお、菅大臣は国会の関係で遅れてこられますので、代理として大野総務副大

臣がおいでいただいております。 

   それでは、グローバル化改革につきまして、本日はＥＰＡ・農業に関して、御

審議をいただきます。 

 初めに、グローバル化改革専門調査会ＥＰＡ・農業ワーキンググループの第一

次報告につきまして、専門調査会会長の伊藤議員から御報告をいただきたいと思
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います。伊藤議員には、続けて有識者議員ペーパーの御説明もいただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。時間がいつものように限ら

れておりますので、御報告と御説明を合わせて10分程度ということでよろしくお

願いいたします。 

 

○ グローバル化改革（ＥＰＡ・農業）について 

（伊藤議員） わかりました。「グローバル化改革専門調査会第一次報告－グローバル

化の活力を成長へ－」という冊子を配付してあります。これは二部構成になって

おりまして、第Ｉ部は今日のメインの議題であります「ＥＰＡの加速、農業改革

の強化」。第II部が「真に競争力のある金融・資本市場の確立に向けて」。第II部

は、前々回議論を既にしておりますので、今回は第Ｉ部に限ってお話したいと思

います。ＥＰＡ・農業ワーキンググループ、金融・資本市場ワーキンググループ

は、それぞれ９回、８回と大変精力的な議論が行われてきました。 

 特にＥＰＡ・農業ワーキンググループにつきましては、３人の農業の専門家が

メンバーとして参加しておりますが、更にワーキンググループの会合に農業生産

者の方々を招いて議論をしたり、ワーキンググループのメンバーが３回に分けて

農業視察を行い、農業の現場の方々と文字どおりひざを交えて、農業政策や農業

の将来、あるべき姿について、お考えをお伺いしてきました。私も仙台に行って

まいりました。農水省を始め、関係省の幹部も２回、３回とお招きして、忌憚の

ない討議を行いました。昨日の専門調査会で第一次報告としてとりまとめ、諮問

会議にこうして御報告させていただく次第です。この地域農業に関するエッセン

スは、これから御説明いたします、お手元の民間議員ペーパーに盛り込まれてお

りますので、まず「経済連携協会（ＥＰＡ）交渉の加速とＷＴＯ交渉の早期妥結

に向けて」について御説明をしたいと思います。 

 どことどこがＦＴＡを結んだといった新聞記事が毎日のように出ておりますが、

このようにネットワークが非常に急速に形成されております。つい最近も韓国と

アメリカのＦＴＡの記事があったのは記憶に新しいかと思います。 

 こうした中で、我が国が取り残された場合のリスクを直視する必要があると

我々は考えています。これまで締結したＥＰＡの効果を評価する体制を強化しつ

つ、質の高いＥＰＡを更に目指していくことが重要であると考えています。ＥＰ

Ａの締結に当たっては、消費者利益を重視して、これを最大化することが原則で

あるべきと考えております。 

 まず、今回改定されましたＥＰＡ工程表にしたがって、後ほど麻生臨時議員よ

り御説明があるかと思いますが、2009年にはＥＰＡ締結国数の３倍増を超える数

を目指して、交渉のスピードを加速すべきであると考えております。その際、Ｅ

ＰＡの質を重視することにより、より安くてバラエティーに富んだ財・サービス

の国内供給を実現すべきであると考えております。 

 ＷＴＯの方は、世界規模の自由化であり、これが実現すれば一番いいわけであ

ります。ＷＴＯのドーハ・ラウンド交渉は、今年の夏にかけて大詰めを迎えると
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大方が予想しております。戦後、我が国は自由貿易体制の裨益のもとで経済発展

を遂げてきたが、世界第二の経済大国として、世界的な自由貿易体制の維持・発

展に貢献するため、ＷＴＯ交渉の早期妥結に向けて、我が国がその地位にふさわ

しい貢献を行うべきと考えています。リーダーシップを取っていただきたいとい

う趣旨であります。ウルグアイ・ラウンドの最終局面では、コメについて関税化

を拒否するということをしたために、つまりミニマムアクセスの増加率を高めに

取らなくてはいけないことになりまして、結果的に不利な選択になってしまった。

更にその交渉妥結後、６兆100億円もの国内農業対策を行ったが、これが構造改革

に貢献したとは余り聞かれない。政策効果が乏しかったと言われております。こ

のような追い込まれた選択にならないように、今回はきちんとリーダーシップを

取っていただきたい。これが我々の为張であります。 

 ２ページ目に具体的な我々の提案が書かれております。（１）日豪ＥＰＡ交渉に

ついては、早期に確実な成果を得ることを目指す。（２）日米ＥＰＡについて、早

急に産官学による共同研究を開始する。（３）日ＥＵのＥＰＡについても、早急に

準備を進める。（４）諸外国のＥＰＡの事例を参照しながら、これまで締結してき

たＥＰＡよりも相当程度高い自由化率を目指す。（５）国境措置については、対象

品目を絞込むとともに関税率を引き下げる。差額関税制度については廃止し、単

純かつ透明性の高い制度に変更する。差額関税制度とは、いろいろと新聞紙上に

出ておりますように、不正の温床になっていると言われている制度であります。

（６）国境措置削減によって発生する産業調整コストへの対応にあたっては、農

業における構造改革に資するものに限定し、原則として期間を示した、計画的な

措置とすべきである。対象については、所得の大宗を農業に依存している農業経

営者を基本とすべきである。つまり、関税を下げることによって生産に被害が出

るような農家には、直接所得保障といった対策をするのはやむを得ないと考えて

います。全くすぐに丸裸になるというわけではありません。ただ、そういった措

置は、ある程度の時間を区切ったものであり、昔の用語で言うと、専業農家であ

る担い手となり得る農業経営者を基本的に対象にすべきである。 

これが我々のＥＰＡの交渉の加速についての具体的な提言になっております。 

 関係しておりますので、次の民間議員ペーパー「強い農業への第一歩 －農地

の『所得』から『利用』へ－」を続けて説明させていただきます。 

 まず、我々の基本的な認識は、消費者の嗜好の成熟化、東アジアの経済成長を

背景とした我が国の農産物に対する需要の高まりなど、輸出のチャンスが生まれ

ている。したがって、我が国の農業もしっかり生産性を向上させていくことによ

って、飛躍するチャンスがあるのではないか。もっと頑張りましょうということ

であります。 

 しかしながら、耕作放棄地の増大、農業従事者の急速な高齢化等により、農業

生産額が長期にわたり低落するなど、我が国の農業は負のスパイラルから抜け出

せず危機的な状況にある。したがって、このまま放置しておいては、どんどん農

業従事者が尐なくなり、あるいは耕作放棄地が増え、自滅に近い形になってしま
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い、何らかの対策が必要である。 

 このように日本の農業は非常に重要な転換期にあり、これを乗り切るためには、

農業経営者の強化、輸出市場の開拓等さまざまな課題がありますが、我々が最も

重要な課題と位置づけておりますのは農地改革であります。「農地改革なくして強

い農業はなし」と認識すべきであります。 

 つまり農地を集約化して大規模化することによって、生産コストを下げていく

ことが実現しなくてはいけない。この大規模化への鍵は、「所有」から「利用」へ

の大転換をしなくてはいけないということであります。もともと国土が狭い我が

国にとって、農地は貴重な経営資源であり、これが利用されずに放置される、つ

まり耕作放棄地になっているのは由々しき問題であると考えます。「所有」と「利

用」を分離する、つまり所有していても何らかの理由で耕作できない人は、利用

してくれる人にそれを移転することが必要になってくる。農地を徹底的に有効活

用することが、非常に重要な点であると思います。 

 このため、以下の具体策に取り組み、本格的な農地改革を行うべきであると我々

は考えています。グローバル化改革専門調査会において、関係省と連携を取りつ

つ検討を深め、農林水産省が秋までにとりまとめる予定の農地政策に関する改革

案に反映させていただきたいと思います。 

 ２ページに「所有」から「利用」への具体策を明らかにしております。①５年

程度を目途に耕作放棄地ゼロを目指すという目標を設定し、その工程を明らかに

する。②農地について定期借地権制度を創設する。これは20年程度の長期のもの

を念頭に置いております。③農地利用料は農地の需給を反映したものとし、農地

の借り手が経営上、不利にならないような仕組みとする。現行の標準小作料制は

一定期間を廃止する。これは実際に農家にヒアリングに行った際にも、農地料は

どうやって決まっているのですかと聞くと、農業委員会で決めていますというこ

とで、そこが実際に決めている利用料が需給を反映したものとは到底思えないよ

うな金額でありました。④高齢、相続等により農地を手放すことを希望する人が

所有権を移転しやすくするため、農地を株式会社に現物出資して株式を取得する

仕組み等を創設する。つまり、耕作放棄地等であれば当然手放してもいいと思わ

れるわけですが、なかなか農地を手放す人はいない。これはさまざまな理由を考

える必要があるわけですが、１つは単に売却してしまうというわけではなく、こ

れを証券化する。株券に変えることによって、利用したい人が実際の所有権、利

用する権利を得るけれども、株券を持つことによって、そこから得られる収益の

何がしかは、配当という形で受け取ることを可能にするということが基本的な考

え方になっています。 

 このように、幾つかのオプションが考えられるわけで、それを組み合わせるこ

とによって、「所有」から「利用」への大転換を図ることを考えていただきたい。 

 農業経営者が創意工夫により自由で多様な経営を展開できる環境の整備等、そ

の他の課題についてもグローバル化改革専門調査会において引き続き検討し、第

二次報告につなげていきたいと考えております。 
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 私からは以上です。 

（塩崎議員） 続きまして、今日は麻生大臣においでをいただいております。麻生大

臣の方から、恐縮でございますが、５分程度、資料に基づきました御説明をお願

いしたいたいと思います。 

（麻生臨時議員） 「経済連携協定（ＥＰＡ）交渉の加速とＷＴＯ交渉の早期妥結に

向けて」について何点か考え方を述べさせていただきます。 

 １点目、ＷＴＯの早期の妥結は、日本の地位にふさわしい貢献を行うべきとい

う伊藤議員からの御指摘はそのとおりだと思っております。ＷＴＯはＦＴＡとか

ＥＰＡといった二国間・複数国間の取組ということでは成し得ない全体の枠組み

づくりという意味において、土俵づくりという仕組みなので、貿易立国でありま

す日本にとりまして、ＷＴＯというものを中心とした、いわゆる多角的な自由貿

易体制の維持、強化は、対外経済政策の基本中の基本であり、これは甘利議員は

じめ皆これに同じところだと思っております。  

御存知のように、現在ドーハ・ラウンドを交渉中で、膠着状態を妥協するため

に、いろいろな動きが出されておりますので、日本としては、攻めるなり譲るな

り守るなり、すべきところをきちんと分離しなければならない。日本としての地

位にふさわしい貢献を行っていかなければならないということに関しましては、

こういったことに対応することによって、発言力を確保しながら、いわゆる日本

の全体としてバランスの取れたものにしていくというのは、精力的に交渉に参加

していく必要があると思います。 

 ２点目、質の向上ついてであるが、ＥＰＡの方がＦＴＡより質が高いというこ

とだと思いますが、実現を目指すべきという御指摘をいただいていますが、これ

は当然でありまして、交渉担当者としましてはそういった努力をやっており、こ

れまでの交渉において、交渉する相手国側から相当高いレベルの市場開放を得て

いる。逆に日本が得をしているということなのですが、それは姑息である。日本

はもっと譲るべきだという御意見はないわけではありません。しかし、それをや

った場合、国内から途端に文句を言われますので難しいのです。よくやったと褒

めてもらえるかと思ったら姑息だと言われ、逆にしっかり開放すれば国内からい

ろいろ言われますので、これは難しいという点は御理解いただきたいと思ってお

ります。 

 いずれにいたしましても、今後の交渉というのは豪州が例だと思いますが難し

いことになりますので、ここのところは関税の自由化等々で対応できるように、

日本としてＥＰＡの交渉に向けて日本の交渉上の立場を強めることは、レベルの

高いところと交渉しますので、すごく大事なところである。そういった意味で、

私どもとして大事なところは自らの手のうちを最初からさらすということはしな

いから、そういった意味では注意することも必要ではあるが、尐なくともこうい

った難しい交渉を今度やっていくという点につきまして、我々としては決意も新

たにやっていかなければならないと思っております。 

 ３点目、租税、投資、社会保障といういわゆる締約国数の大幅増という話が当



 
平成 19年第 12回 議事録 

 

 7 

然出てくるのですが、御指摘をいただいているとおりなのですが、正直相手のあ

る話でもありますので、数値目標の設定にはとてもなじむとは思えないが、尐な

くとも国際競争力の強化、経済交流の促進という戦略的視点は今後とも大事なと

ころだと思って取り組んでまいりたいと思っております。 

 ＥＰＡの交渉につきましては、お手元に工程表をお配りしてありますので、そ

れを御参考にしていただければと存じます。 

 今年１月に閣議決定されました日本経済の「進路と戦略」について、今後２年

間でＥＰＡ締約国を尐なくとも12か国以上に増加していることを期待すると書い

てあります。この工程表もそれに言及いたしております。 

 １月の閣議以降、上からチリまで書いてありますけれども、これまでのところ

は既に４か国から６か国に増加しています。残りは、今インドネシア等々が大筋

合意、ブルネイは今日やりましたけれども、これはずっと交渉が続いています。

こういったところを今からやっていくことになると思いますので、迅速化は当然

のこととして、関係省庁等と連絡してやっていきたいと思っております。 

 工程表の最初のページの上から６番目。この種の交渉の紙で初めて米国・ＥＵ

を含め、「大市場国、投資国などについて、諸外国の動向を･･･」という言葉が入

ってきているが、米国・ＥＵという言葉が出たのは、多分歴史が始まって以来で

す。日本がこれだけのことを書いたことはありません。これは農水省ともいろい

ろ御意見の分かれたところでもあるが、外務省としては、これは将来の課題とし

て検討していくべき大事な問題である。御存じのように、日本とアメリカが２国

で組みますと、世界のＧＤＰ比の40％を超えます。２国がＥＰＡを結んだときに、

他国に与える影響等々は十分に考えてやらなければならない。ＥＵ等々、今、交

渉をしていくに当たってそこらのところの配慮もしないと、他国に対してのいろ

いろな問題があろうと思います。 

 ２分ぐらい時間が余っていると思いますので、この機会に一言だけ是非申し上

げたい。 

 いずれ諮問会議で2008年度の予算を検討していただくことになると思いますが、

日本が議長を務めますＧ８、ＴＩＣＡＤというアフリカ開発会議が出てくると思

いますが、気候変動とか環境エネルギー問題を多分日本が为導してやることにな

るので、リードしていく分野になるんだと思います。途上国における温室効果ガ

ス、排ガス規制などを削減するためには、気候変動に影響を及ぼす、いわゆる気

癪な地域、中国とかインドとか、途上国か何国かは難しい仕分けですけれども、

都合のいいときは途上国というところで、その途上国の国々に対して、尐なくと

も気候変動に最も影響を及ぼすのはこの２つであるから、数が10億と13億という

から最も影響がある。しかも、急激に石油やら何やらをやっていくことになりま

すと、ここらのところをやめろ、そこをどうしろ、こうしろというには資金が必

要と言うに決まっています。それがなければできません。 

 事実、私はセメント屋としてやらさせていただいたことが何回もありますけれ

ども、確かに日本の金で建てる。しかし、電気代がないからといって動かさない。
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結論、建物は建ったけれども、何も動かない状況がそこにあるという現場を私は

幾つも知っていますので、これは新たな資金の枠組みをつくらないと、言ったは

いいけれども、現実は全然動かないことになるという途上国の現状を、是非予算

とか骨太ということになったときに頭に入れておいていただきたい。５秒超過し

ましたけれども、発言を終わらせていただきます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 では、続いて、松岡大臣からお願いいたします。 

（松岡臨時議員） ありがとうございます。 

 早速でございますが、まず基本的な考え方を述べたいと思います。ＷＴＯ、Ｅ

ＰＡ交渉と農業改革というテーマでございますが、私どもの究極の目標としては、

強い農業を目指すこと、全く異存はございません。そのとおりの方向であります。

問題はそのプロセスや方法などについて、いろいろ議論があるところだと思って

おります。方針としてはオープンな経済社会の構築に貢献をするという意味で、

ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉にもしっかり取り組んでいく。それから食料供給など農業の

多面的な機能・価値を確保する。そして、安倍総理の言われる「美しい国」の基

盤づくりに資していく。 

 資料「グローバル化の中での農政の展開」の１ページ目は、ＷＴＯ・ＥＰＡ交

渉への方針について。まず、ここで民間議員の皆様や「グローバル化改革専門調

査会」の報告でもいろいろと御提言をいただいておりますけれども、ＷＴＯもＥ

ＰＡも交渉ごとでありますので、相手側とのぎりぎりの交渉、折衝をやって妥協

の糸口を見つけていく性格のものでございます。したがいまして、ここで低関税

の一律見直しというようなことを言ってしまえば、相手にとって手の内をさらす

ことにもなりますので、そういった点は表現として是非お考えいただきたい。こ

ういったことがございます。それから、「早期に」という言葉ですとか、「何％」

などの数字を入れることは交渉の上ではやはり得策ではないといった点について

も十分御理解をいただきたいと思っております。 

 ２ページ目は、今のＷＴＯ農業交渉の各国の関税水準や国内支持を比較した現

状を述べております。 

 我が国の状況はここにありますように、これはＯＥＣＤの基準によるまとめで

あるが、農産物の関税について、日本はＥＵよりも低い平均関税率に既になって

いるということであり、各国の国内支持の水準につきましても約束水準から84％

を削減してしまっている。アメリカはまだ25％、ＥＵも54％しか削減していない。

こういう状況でございまして、ウルグアイ・ラウンドの実行についての最優等生

であると本当に言えるであろうと思います。こういうことも念頭に置いていただ

きたいと思います。 

 ３ページ目は、農業の体質強化に向けた農政改革の取組方向でございますが、

今、私どもは全力でやっておりまして、３つの方向を目指してやっております。 

 まず、米政策改革推進対策、それから品目横断的経営安定対策、農地・水・環

境保全向上対策、こういったことをやっています。 
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 今、品目横断的経営安定対策は、野党から国会でも、これは大変反対をされて

おりまして、現場でもあえて困難を乗り越えてやろうということで取り進めてい

るところでございます。これらの対策を進める過程において、こちらから混乱を

招くような新たな問題提起がなされてしまうと、かえって逆効果になるという点

もございますので、この点については十分御認識いただきたいと思っています。 

 そこで、もう尐しお時間をいただきまして、２点申し上げたいと思います。 

 グローバル化の活力を成長へという点で、私はパリでパリ日本食価値向上委員

会の皆さんと懇談をしてまいりました。これはフランス人の方が委員長で日本人

も入っている。以下は、その委員さんたちの意見である。 

 以前は50件程度であった日本食レストランが10年ほど前から急に増えて、日本

食とは全然違うものが広がった。これを何とかしなくてはと考えていた。フラン

ス人からも一体どれが日本食なのかと言われていた。そこで、フランス人と日本

人とで2006年から準備を開始し、2007年から活動を始めた。もともと計画はあっ

たが進まなかった。しかし去年、私の方で優良店の推奨について検討を始め、そ

れで日本政府も取り組むぞということを聞いて、それに後押しされてやれたとい

うことであります。 

 日本では、プレスが反対しているようだけれども、自分たちとしては当時の日

本食レストランの現状を前に何もしないことについてむしろ罪悪感があった。本

物を提供するレストランを知ることができるということで、フランス人で調査を

行ったら371 名中368名が大賛成だった。こういった日本食がはやっているという

グローバル化の下での戦略をしっかり立てていくべきである。 

 最後になりますが、その中で、タイヤ屋メーカーであるミシュランがやってい

ますけれども、あそこにこういう店がある、ここにこういう店があると示すこと

によって、みんながそこに行きタイヤが磨耗する、結果としてタイヤが売れる。

そういう戦略でやっているのだということで、私も改めて目を見開かされました。

フランスはルイ14世時代から外交と料理と文化をセットでやってきている。ひと

つ日本もそういうことをしっかりやって欲しいという意見を言われたわけであり

ます。ですから、そういった観点からも経済財政諮問会議でも後押しをしていた

だきたい。逆国境措置の解消も含めてである。 

 もう一点は、私はアメリカのウイスコンシン州に行ってまいりまして、エタノ

ールの生産を見てまいりました。ここでは、約1,300件の農家が出資して、2002年

に会社をつくって2007年には５年経っている。どれぐらいの利益が出ているかと

いうと、去年１年だけで1,000ドルの出資に対して、農家に対する配当は2,200ド

ルである。したがって、１年で十分元は取れている。ただ、アメリカでもメジャ

ーが反対して、なかなかエタノールの石油スタンドが広がらないのは問題だと言

っておりました。ブラジルで車に乗ってきましたけれども、間違いなくガソリン

車もエタノール車も変わりません。したがって、そういった意味でも、そういう

条件整備によって、日本農業の大きな領域に向かった展開があると思います。 

 後で御質問か何かの中で、株式の問題についても議論させていただければあり
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がたいと思っております。 

 以上、尐し時間が過ぎてしまいましたが、よろしくお願いいたします。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 では、最後に甘利議員から資料が出ております。 

（甘利議員） ３点申し上げます。１点目、「今後のＥＰＡ戦略について」の１ページ

の２．４月初頭に米韓のＦＴＡ交渉が妥結をしたわけであります。かなり衝撃的

なニュースでありました。これによりまして世界のＦＴＡは、大経済圏との締結

を目指す新しい段階に突入し始めたということであります。一昨日、続いて交渉

入りした韓国とＥＵのＦＴＡは、ＥＵの関税率が高い分、日本への影響というこ

とになると、相当なインパクトがあります。 

 ２ページの上の段に比較表があり、例えば乗用車ですと、米国は2.5％でＥＵは

10％です。ですから、日韓の競争でいいますと、ＥＵと結ばれてしまうと、日本

は10％ハンデを負うということになりますので、かなりインパクトが強いことに

なります。そうなると、日本に回帰した製造業の流出を招きかねない問題である

という認識は必要だと思います。ドーハ・ラウンドを最優先に進めつつも、米国

やＥＵといったいわゆる大市場国に対し、ＥＰＡを含めた戦略の見直しが必要だ

という認識を持っております。 

 ２点目として、２ページ目の下にありますように、３月から日中韓の三国間の

投資協定の交渉を開始しました。ＦＴＡ、ＥＰＡの交渉の用意が整っていない国

とも、ＥＰＡと切り離した投資協定に対するニーズは大きく、締結相手国を増加

させるべきであります。また、産業界からは租税条約、社会保障協定の締結、改

定の要望も強く出ております。 

 先週、カザフスタンに行きましたが、そこでナザルバーエフ大統領からも租税

条約を締結してほしいという要望が示されました。資源確保戦略上も重要であり

ます。しかし、こうした協定条約については、ウェイティングサークルにずっと

待っている国が多いので、時間をくださいというのが私から大統領に対する返事

なのです。調べてみると、結構みんな待っている。何故待っているかというと単

純な話でありまして、こちらのマンパワーが足りない、すなわち交渉者の人数が

不十分ということが大きい要素です。そこで、多数の国を待たせてしまう状況が

ありますから、当省も含めてなのですけれども、体制を強化して対応を加速する

必要がある。マンパワーさえ強化すれば、一挙に加速をするという状況のようで

あります。 

 ３点目として、１ページの上にありますけれども、１月の東アジアサミットで

アセアン＋６での東アジア構想について合意を得たわけであります。日アセアン

ＥＰＡも先週ブルネイで日アセアン経済大臣会合があったが、大枠合意した。こ

れは、モダリティー合意、つまりモノの自由化の枠組みの合意です。これで大き

なヤマを超えました。11月の東アジアサミットでの交渉妥結を目指したいと思っ

ております。東アジアＥＰＡは、東アジアの自由化を進めるもの、東アジア・ア

セアン経済研究センターはシンクタンクであり、東アジアの協力を進めるもの、
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すなわち自由化と協力を２本柱として経済統合を目指すという日本的アプローチ

を加速をしてまいります。 

 ＥＰＡを取り巻く厳しい変化に対応し、新段階に入った日本のＥＰＡ戦略を明

確にすべきだと思っております。 

 以上です。 

（大田議員） ありがとうございました。では、自由討議に入ります。 

 御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） それでは、意見を申し上げたいのですが、ＡＳＥＡＮとのＥＰＡ交

渉が先日大枠合意に達しましたことは、本件について長らく要望してきました産

業界にとっては大変な朗報であったと感謝しております。 

 一方、既に韓国や中国がＡＳＥＡＮとの協定は締結済みであります。実際にか

なり水をあけられてしまったということも痛感いたしました。 

 御承知のとおり、先月には米韓両国が、各々が抱えている国内問題を乗り越え

て、予想以上に質の高い合意を実現させております。更に韓国は直ちにＥＵとの

交渉を開始しており、年内の合意を目指していると聞いております。隣国の韓国

がＥＰＡにより世界の为要市場へ既に乗り出している中、日本も米国やＥＵとの

交渉を加速度的に進めるべきであると思います。特に、日本の重要輸出品目に高

関税を課しているＥＵとは、ＥＰＡ締結のメリットは非常に大きい。言い換える

と、取り残されるデメリットは甚大であります。 

 こうした他国の意欲的な取組を目の当たりにしますと、産業界に身を置くもの

としては、日本が既に世界のＥＰＡ交渉の潮流から取り残されているのではない

かという強い焦燥感に駆られております。是非政府全体でこうした危機感を共有

していただきまして、スピード感を持った交渉に臨まれることを切望しておりま

す。 

 また、協定の内容についても、両国の自由化率が90％後半となるような質の高

い協定、そして原産地規則の改善など使い勝手のよい協定を、今後可能な限り追

及していただきたいと思います。 

 あと２つ申し上げたい。 

貿易関係を超えて２国間の経済連携を深めるためにも、投資協定、租税協定、

社会保障協定につきましても、具体的な目標を定めて交渉を加速する必要がある

と思います。そもそもＥＰＡ自体、本来の意味からすると、経済連携の強化に役

立つすべての合意が含まれているはずであります。協定ごとに担当省庁が異なる

という縦割行政を国際交渉の場で持ち出すことなく、関係省庁で十分な連携を取

って交渉を促進していただきたいと強く思っております。 

 先ほど申し上げた日本が質の高いＥＰＡを締結するということに関しまして、

更に一言付け加えますと、今行き詰まっているＷＴＯを突破する中で、日本がイ

ニシアティブを発揮するということも踏まえて、例えば、５％や10％の低い関税

は為替の変動で消えてしまうわけですから、その程度のものについては一律に廃

止するというような方針を出す意義は大きいと思います。勿論、いろんな意見も
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あるだろうし、抵抗もあると思いますが、今後も日本経済がグローバルな社会で

生き抜くためには、将来を見据えた英断を下すべきであると強く思います。 

 以上です。 

（大田議員） 丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 農業問題は、ＦＴＡ、ＥＰＡの大変な障害というふうに、結構メディ

アとかいろんな方が考えておられる節があると思うのです。これは、かなりの誤

解をお互いに招く可能性があるわけでありますが、３大臣がお話のとおり、まず

国益を考えての対外交渉だと思います。全く私も大賛成であります。 

 ただ、農業の問題を考えるときに、この交渉はいつも農業を守るのが悪という

ような雰囲気がどうもありまして、農業が一番のネックだということですが、農

業はＥＰＡの敵であってはならないわけでありまして、日本の将来のためにも農

業の国際競争力をつけなければいけない。だから、ある程度の時間が要る。それ

は豪州もそうでありますし、各国のＦＴＡの中でも農業を守るためにある程度の

時間をかけて競争力をつけていく。放って置きますと市場原理が導入されません

し、改革は一向に進まない。したがって、ＦＴＡ、ＥＰＡを農業も含めて加速を

していくということは、私は非常に大事なことだと思います。 

 ２つ目に申し上げたいのは、農業の多面的機能、つまり水、緑、自然、環境な

ど美しい日本というものの基盤はやはり農業にあるということを我々は忘れては

いけないだろう。しかしながら競争力を付けるということも忘れてはいけないわ

けで、このところをきちんと腹に収める必要がある。 

 したがって、民間議員ペーパーの指摘のとおり、地理的、気象的にも日本は農

業には制約の多い国ではありますから、最大限努力してやはり成り立たないとい

うこともありましょう。そういうときは直接農家保障というのを用意していく必

要がある。これはアメリカもヨーロッパもみんなそういうふうにやっております。

競争力を付けて市場原理を導入し、加速をさせるようなＥＰＡ、ＦＴＡをやるけ

れども、最後のところは、やはりそういうことを腹に収めてやっていく必要があ

るのではないかと思います。 

（大田議員） 松岡臨時議員、先ほどのペーパーを御説明いただいて、民間議員と目

指すべき方向は一緒だと思うのですけれども、民間議員ペーパーへのコメントは

何かございますでしょうか。 

（松岡臨時議員） あります。伊藤議員が一番先に御説明されましたが、「追い込まれ

ない選択をするように」という点は全く私もそう思っております。 

（大田議員） 民間議員ペーパーですね。 

（松岡臨時議員） 民間議員ペーパーの１枚目には、「ウルグアイ・ラウンドの最終局

面では、コメについては、関税化を拒否したため、結果として不利な選択になっ

てしまったこと」とあり、ＷＴＯ交渉について追い込まれない選択をしろという

ことについては、今、丹羽議員がおっしゃったとおり、各国それぞれの問題を抱

えております。アメリカは国内支持、ＥＵは最上位階層の削減率。インドを始め

とする途上国はＳＰ、日本は上限関税とか重要品目とかがありますが、みんなそ
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れぞれに重要な弱みを抱えております。したがって、日本だけが反対とか賛成と

かそういうことではございません。まさに交渉はこれから、お互いの弱点を突き

合いながら、自分の为張をどう押し通していくかである。ブラジルも大変な弱み

を持っていますので、最終的には甘利議員のところとも一体となって、我々はパ

ッケージで、どこでどう打ち出していくかということについては、腹を持って考

えている。追い込まれない選択をしようと本当に思っております。いずれ総理の

御決断をいただきながらということになります。 

 それから「強い農業への第一歩」の上から４つ目。農地の「所有」から「利用」

へということがございますが、これは実は我々もずっとその観念は持ってやって

きていまして、まさに究極の策として集落営農みたいな、所有は移転しませんが

一つのまとまった形にして集落という単位でまとめていくという方向に、大きく

踏み切ったわけです。 

 ところが、なかなか日本人は農耕民族ですから、どうしても所有観念がある。

それを、今、乗り越えてやろうとしていることでありまして、我々も秋にまとめ

ますが、いずれにしても、農地をどう担い手に集約できるか、そして大きな経営

にまとめることができるか、これは戦後の農地開放以来の最大のチャレンジとし

て取り組んでいきたい。グローバル化改革専門調査会の皆様方の御意見も秋のま

とめには、いいものはどんどん取り入れて、それを反映していきたいと思ってお

ります。 

 ただ、株式の問題ですが、金融の株式は、北海道の人が出したお金も沖縄の人

が出した金も東京市場で一本化できるのです。ところが、農地は北海道の農地と

沖縄の農地を東京で集めて、まとめて一緒にするということはなかなか難しいわ

けであります。もう一つ、私は御手洗議員に最初に聞いたときには、非常に御炯

眼だなと思ったのです。瞬間はです。株式にして出してしまいますと、あぜの部

分が要らなくなるじゃないか、要するに境界が要らなくなるじゃないか。そのあ

ぜの分も農地として生産に活用できると思った。しかし一方で日本の国内という

のは、水を考えた場合、地形が急で国土が狭い。そうするとダムの代わりに、ダ

ムと同じ若しくはそれ以上の働きで水田が水を蓄え、そしてそれを一遍にどっと

流さずに災害を防いでいる。あぜが果たしている役割というのは、生産という面

だけではなくて、まさに水を蓄え災害を防ぐ、この役割はものすごく大きいので

す。稲が生えているだけで水の流れのスピードが全然違います。したがって、国

土の中に尐しでも長く水をためおく。そのことによって農業用水、工業用水、生

活用水に利用できる。やはりそういう観点からもあぜの効能・効用を考えなけれ

ばならない。したがって一面的に見ると、非常にすばらしい案なのですが、トー

タルで見るといろいろ議論しなければならない。こういうことがございます。い

ずれにいたしましても農地改革は最大の課題でありますので、取り組んでいきた

い。 

 ただ、39万ヘクタールの耕作放棄地の中には農地以外に出した方がいいという

のも都市計画区域の中にある。我々は農用地区域の中にある15万ヘクタールの放



 
平成 19年第 12回 議事録 

 

 14 

棄地は是非とも解消を図っていく。そのためには、エタノールをはじめとしたバ

イオマス生産や輸出など、そういったことに向けていくということでございます。

そこで、農業の大きな新たな展開があるということでありますので、条件整備に

ついてお願いしたいということであります。 

（大田議員） 麻生大臣が30分までという時間制限がありますので、簡潔に御意見を

お願いいたします。 

 では、丹羽議員。 

（丹羽議員） 今、松岡臨時議員がおっしゃいましたように、さまざま乗り越えなけ

ればいけない部分があると思いますけれども、ずっとそういう努力を農水省がさ

れてきたと思いますがなかなか進まない。それで大農営法に持っていかないと、

国際競争力は恐らくつかないと思います。 

 そのためには、民間議員ペーパーも出ておりますけれども、非常に多様なオプ

ションを農地を取得する人、利用する人に与えていくということが、やはり一番

大事なことだと思います。おっしゃるように、株式との交換というのは一つのオ

プションにすぎなく、ほかにもいろいろなオプションがあると思いますので、そ

れを是非専門委員会で検討して、実際に利用者の方にいろいろなオプションを与

えていくことによって、農地の放棄をせず利用というものが進むのではないかと

思っておりますので、是非前向きに御検討をお願いしたいと思います。 

（松岡臨時議員） その点については、可能性のあるものとして、また必要なものに

ついては我々も拒否の姿勢は持ちませんし、あらゆる可能性を追求していきたい

と思っております。 

 ただ、一足飛びに駆け上がって逆に転げてしまうということもありますので、

その辺は着実・確実ということはどうしても必要な面があると思っています。た

だ物理的競争力だけでは、どうしても日本は限界があります。だから、モノのよ

さ、質のよさといった世界で競争力を高めていく。そのための条件整備をしてい

くということで世界市場に打って出る。そしてそこで大きく展望を開く。こうい

った面での条件整備ということも、民間議員の先生方には、その視点をもってい

ただければありがたいと思います。 

（大田議員） 今のは、５年程度で耕作放棄地ゼロを目指すという目標は、やはり困

難であるというお話ですか。 

（松岡臨時議員） 方法と手段によりますけれども、その点については我々、どのよ

うなことがあるのか、秋までにまとめる中で一定の検討・議論はしたいと思いま

すが、今ここで私も困難か可能かと言われても、手段との兼ね合わせもあります

のでね。 

（大田議員） 是非、御検討をお願いします。 

それでは、御手洗議員、それから、八代議員お願いします。 

（御手洗議員） 名指しだったので言いますけれども、私のところは松岡臨時議員の

すぐ隣の県で、私は地元で大小さまざまな水田を見ております。治水の話があっ

たが、今の機械化と技術を前提にすると、むしろあぜ道がなくなれば簡単に改良
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できることであります。一方、農地の利用や所有権の移転が進まない一つの大き

な理由は、例えば農地を利用しようとしても、どのような状態で、どのような条

件の農地があるかという情報を十分把握できていないことです。したがって、農

地利用の適否や農業へ株式会社が参入したときの投資回収の予見可能性などを正

しく判断できる詳細な情報、ベンチマークとなるような客観的な指標、荒廃地や

取引のない農地についても何らかの参考となる価格などといった情報が公開され

て広く入手できる全国的な基盤を整備すべきであると思います。 

（大田議員） それでは、八代議員、伊藤議員、一言で簡潔にお願いします。 

（八代議員） まずＥＰＡ交渉について、麻生臨時議員がおっしゃいましたように、

外交交渉は相手国次第であるというのはそのとおりだと思いますが、ただ相手国

というときには、必ずしもＥＰＡ協定を結ぶ対象国だけではなくて、例えば競争

相手の韓国のように、先ほど伊藤議員の説明にありましたように、どんどん先行

している国があるときには、やはりそれに合わせていく必要もある。その意味で

も、今回、ＥＰＡの相手国に、米国とＥＵの名前が入ったというのは画期的なこ

とだと思いますが、将来の課題というときの将来を極力加速していただくという

ことが大事ではないかと思います。 

 それから、松岡臨時議員から先ほど治水の話があったわけですけれども、やは

り農地というものは平場の農地と中山間地を分けて考えなければいけない。この

民間議員ペーパーにあるのは、どちらかといえば平場の農地のお話であって、中

山間地の方は、逆に言えば植林という手もあるわけでして、すべての治水を農業

でやろうとするのではなくて農業と林業をうまく組み合わせるという考え方もあ

るのではないかと思っております。 

（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 麻生臨時議員が御説明の中で強調されました米国・ＥＵが初めて入っ

たということは、非常に評価したいと思います。我々も、世界の新しい流れの中

で、こういったことを加速していくということが非常に重要であると考えており

ます。 

 その際に懸念材料としてお話しになりました、もし日本がとアメリカがＥＰＡ

を行った場合はＧＤＰ比のシェアが40％を超えるという点でありますが、アメリ

カがＦＴＡをやれば必ずある程度の比率はいきます。ＥＵも今はほとんどアメリ

カと同じぐらいの経済規模になっていますから、例えばＮＡＦＴＡであるとかＥ

Ｕ・メキシコ、あるいはＥＵ・ＡＳＥＡＮといったようなことになりますとそれ

なりのパーセンテージは行くわけで、特に40％というのは突出した高い数字では

ないのです。 

 逆に、大きなＧＤＰシェアを持っている国同士が行うことは、ＷＴＯに対して

はむしろポジティブな効果がある。つまり、ＷＴＯ全体の自由化に対してビルデ

ィングブロックになるのではないか。積み木のブロックのようになっていって、

最終的にはＷＴＯに結び付いていく。こういった考え方もできるわけで、そこは

理論の組立ての問題であり、一緒に考えていきたいと思っております。 
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 それから、松岡臨時議員からの御説明いただきまして、２点だけ申し上げます。 

 １点目は、我が国の農産物の関税は低水準である。これは平均関税率の話では

確かに優等生ですが、一番問題なのは、先ほど弱みであるとおっしゃられた上限

関税、つまり高関税品目が幾つかあって、非常に難しい問題を提起している。松

岡臨時議員から、それぞれの国が持っている弱みの中で何らかの妥協に結び付く

ということでしたので、上限関税についても何らかのパッケージの中で解決され

ると私は受け取りました。そういった方向で是非頑張っていただいて、総理指示

を得て交渉をまとめるリーダーシップをとっていくという決意表明と受け止めま

した。これは非常に歓迎したいと思います。 

できれば、そのカードを切るタイミングを間違えずに、余り長く抱え続けない

ようにして、リーダーシップを取っていただきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

（安倍議長） 今の部分は、非常にさびの部分なのでね。 

（大田議員） どうぞ。 

（松岡臨時議員） 私どもは、簡単に言いますと、日本農業の生きる道は、やはり生

産物であり販売物ですから、市場でさばかれないことには利益にならない。日本

の市場は狭くなってくる、胃袋が小さくなってくる中、47都道府県の中には中国

市場などを目指している人もいるぐらいでして、だから、我々は決して否定的・

閉鎖的にはなっておりません。ただ、逆国境措置のように、相手の方に問題があ

って、日本の方が不利になっているものがいっぱいあるのです。こういったこと

も事実として知っていただきたかったということでございます。 

 それと、八代議員、御手洗議員がおっしゃいましたことについて、私は決して

否定しているのではないのです。そういう違う観点・側面からの検討も議論も必

要だということを申し上げた。例えば、機械でやるためには土地改良に幾らかか

るのかということにもなってまいりますし、そして、果たして日本の所有意識の

中でぱっと５年ぐらいでできるかという問題もあります。 

 植林については、中山間だからこそ水を貯める意味で水田で守る必要があり、

植林になりますとあぜがなくなってしまいますから、木が大きく育つまでは水を

守りません。 

平場も、専門家に聞いてもらうとよくわかるが、稲が生えているだけで水の流

れのスピードが違うといった問題。 

ＷＴＯにつきましては、我々はしっかり取り組んでいきたいと思っております。 

（麻生臨時議員） 松岡臨時議員、売る話をもう尐し具体的にしないとわからないと

思います。米は標準米60キロ幾らですかと言って、ぱっと言える人などいません。

現実問題として、60キロ１俵１万5,000～１万6,000円でしょう。 

（松岡臨時議員） 高くて売れるのが日本の米なのです。 

フランスでも日本の直売店があって、今、１キロ1,800～2,200円しているので

す。私、見に行きました。お客さんの割合は既にフランス人が半分で、日本の米

を買っています。 
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ただ、彼らは毎日食べません。だから売り方が大事です。１キロとか２キロのパ

ックで売らないとだめなのです。だから、しょうゆは今や物すごい勢いで売れて

いますが、売り方は、小さい容器に入れたことが、売れるもとになったのです。 

（丹羽議員） 日本の米のコストを国際競争力に合わせるために、競争価格を相当下

げないと本当には売れないのです。 

（麻生臨時議員） そこのところは意見が違うのです。日本のお米でなければだめな

ものがあるわけです。大抵１回酢をかけて冷やすわけです。外米でやってみたら、

どれくらい味が悪いかというのは、よほどの味音痴でもわかります。そうすると、

外米はチャーハンの方がいいわけです。カレーライスも、ネシア米とインド米と

日本米と30％、40％の比率で割ったものが一番辛くない。これは、今、物すごく

進んでいます。その中で、日本米が売れるのは寿司なのです。これが今一番はや

っているわけですから。 

 

（麻生臨時議員 退室） 

 

（大田議員） ＥＰＡを加速しなければいけないとか、ＷＴＯ早期妥結に向けて努力

する、農業も強い農業を目指すという点では意見は一致していたと思います。農

業・ＥＰＡは、今日の民間議員提案も含めつつ、また議論をしていきたいと思い

ます。 

農業につきましては、今日の民間議員提案を秋のとりまとめに積極的に入れて

いただきたいと思いますし、また、諮問会議で引き続き議論させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

何かありますか。 

（松岡臨時議員） もういいです。 

（大田議員） 今日はありがとうございました。それでは、次の議題に移ります。 

 

（松岡臨時議員 退室） 

（柳澤臨時議員 入室） 

 

（大田議員） お待たせいたしました。それでは、２つ目の議題でありますハローワ

ークについて議論をしたいと思います。 

 まず、柳澤大臣から、次いで有識者議員から御説明いただきます。時間が限ら

れておりますので、５～６分でお願いできればと思います。 

 

○ ハローワークについて 

（柳澤臨時議員） それでは、かねて御提案がございましたハローワークの「市場化

テスト」の問題につきまして、私どもの考え方を御説明させていただいて、御審

議を賜りたい。お手元にお配りしてございます、資料「ハローワークについて」

をごらんいただきたいと思います。 



 
平成 19年第 12回 議事録 

 

 18 

 ＩＬＯ条約の関係等を乗り越えるために、ハローワークの本庁舎内の職業紹介

部門の中で、民間委託部門を併設させていただきたいということでございます。 

「Ⅰ 実施内容」について。右側に図がございますけれども、本来の国の機関

としてのハローワークと民間事業者の職業紹介の仕事を併設する。そして、求職

者は官民の窓口を自由に選択していただく。ただ雇用保険受給者につきましては、

４週間に１回失業認定をして職業紹介をさせていただくわけですが、その際に余

りわがままなことで、それを拒否するような場合には、失業認定をあんばいにす

るということになってございますので、その４週間に１回のときには国の窓口に

来ていただく。それ以外の期間につきましては、雇用保険受給者も民間の窓口を

選ぶことは自由にできるということでございます。もう一点は、福祉機関等と連

携した「チーム支援」が今度の「底上げ戦略」の中で特に出てまいりました。下

の※にありますように、障害者や生活保護・児童扶養手当受給者が、福祉事務所

等の市町村の機関において面倒を見ていただいているわけですが、ハローワーク

がチームを組んで支援をする場合には、これは行政機関間のやりとりもあるとい

うことで、これについては官が行うことで御理解をいただきたいということでご

ざいます。以上が考え方の基本でございます。 

業務内容は言うまでもなく、職業紹介や、それに先立つ職業相談、あるいは就

職支援のための措置ということを民間事業者にもお願いすることとしてございま

す。 

実施施設でございますけれども、東京23区内で２所ということを御提案させて

いただく。やはり国、民間事業者が両方で店構えをすることでございますので、

余り小さいところではかえって混雑するため、かなりの規模、100～120名くらい

のところを選びたいと思っております。 

「II ネットワーク」について。ハローワークの中には情報のネットワークが

めぐらされているわけでございますけれども、この点につきましては、民間事業

者にはＣＤ－ＲＯＭでネットワークの情報を提供したいということでございます。

と申しますのは「II ネットワーク」の最後の○のところにありますように、企

業指導情報がこのネットワークの情報には入り込んでおりますが、この企業指導

情報については、職安の方は指導という言葉を使っているが、現実には監督行政

でございますが、監督行政の情報はやはりはばかられるということで、それを除

いて、ＣＤ－ＲＯＭで提供するということでございます。これは毎日更新をいた

しますので、最新の情報がこれでも提供できるということでございます。ＣＤ－

ＲＯＭという形で提供いたしますと、実際には民間事業者は、これ操作すること

によって、より効率的な職業紹介ができるように形を変えるということも可能に

なるというメリットもあると我々としては考えております。事業所名等が非公開

の求人情報につきましては、ハローワークから事業为の了解を確認をした上で、

民間事業者にも提供するということでございます。仰々しく事業为の了解を得る

というよりも、求人情報が事業为から寄せられる場合に、資料にチェックを入れ

て非公開か公開してもいいとかということが簡単にわかるようにして、そういう
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特別の注意がないところはＣＤ－ＲＯＭに載せるということにいたしたいと考え

ております。求人自己検索端末につきましては、官民いずれの窓口の求職者も自

由に利用できる。これは民間事業者も勿論利用できるわけですけれども、その情

報そのものを何か特別な関心を持って利用することは御遠慮願いたいということ

でございます。 

あとは留意事項だが、「Ⅲ 求職者選別・求人求職情報管理の問題」について。

最初の○の方は、求職者を選別して、就職が困難な方を後回しにするようなこと

のないような仕組みを考えたい。八代議員からかねて御提案がある、ディスイン

センティブ方式などを委託費の中にビルトインすれば、そういう役目も果たせる

のではないか。そういったことで仕組みを考えたいということでございます。厳

正・厳格な行為規制を課する仕組みも当然のことながら整備させていただきたい

ということでございます。 

「IV その他」も留意事項でございます。テスト期間、３年程度を考えており

ますけれども、この期間はスタンドスティルにしていただいて、３年が満了した

段階で、その後の対象の在り方について検討させていただきたいということでご

ざいます。労働関係法令等違反企業であるとか、障害者雇用率未達成企業等につ

きましては、応札を御遠慮いただく。これは、労働行政としての一貫性を確保さ

せていただきたいということでございます。民間事業者におかれましても、窓口

業務のために一定数の正社員を割り当てていただきたい。臨時や派遣職員ですべ

てやってしまうようなことは御遠慮いただきたいということでございます。契約

途中でも、問題があればでございますが、当然のことだが、最終的には契約の解

除もあり得るということでございます。最後は、これは大田議員からの御注文で

入れさせていただきましたが、官民競争入札等監理委員会の御審議を経て、「市場

化テスト」を実施する。また、フォローアップにおいても同委員会の御意見を十

分に尊重して、必要な場合には、３年間スタンドスティルということはあります

が、適切な改善措置を講ずるということは当然でございます。 

以上でございます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 それでは、有識者議員からお願いいたします。 

（八代議員） それでは民間議員ペーパー「ハローワークの市場化テストについて」

を御説明させていただきます。 

 はじめに、長年の懸案でありました、ハローワーク本体業務の市場化テストに

ついて、柳澤臨時議員の御決断によりまして、ようやく今回道筋が付いたことに

敬意を表しさせていただきたいと思います。 

 １番目、ハローワーク本体業務の市場化テストにおきましては、無料職業紹介

サービスを利用する人の利便性が高まることが最も重要であります。そのために

は、最低限以下の条件を満たし、官民のイコールフッティングが確保されるよう

制度設計が必要であるかと思います。 

 「（１）対象業務」。今、柳澤大臣から御説明がありましたように、雇用保険受
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給者を含む求職者を対象とした無料職業紹介業務。 

「（２）ネットワーク」。国の指揮監督下においた上で、現行のネットワークと

の連携ということで、これは官民共同窓口の方式を取っていると理解しておりま

す。民と官双方が無料の職業紹介業務に必要十分な情報を共有することが大事と

いうことで、これも最後のところで御説明いただいております。 

 「（３）対象ハローワーク」。東京23区内にあるハローワークのうち、こちらは

数か所と考えているのですが、２か所、共同窓口を開設されるにふさわしい広い

部分という形で示させていただいております。これら２か所の事業所については、

３年程度の複数年契約であろうと思いますので、当然ながらその期間は、そうい

う事業所におきましては、継続して成果を注視していくということが大事ではな

いかと思います。 

 ２番目、導入時期について御説明がなかったが、多様な無料職業紹介サービス

へのニーズが高まっていることに鑑み、早急に所要の準備に取り組み平成20年度

に実施すべきであると考えております。 

 それから、追加的に今、御説明いただいたことでございますが、職業紹介とい

うのは、有料・無料にかかわらず情報が命でありますので、情報共有に関する制

度設計については、くれぐれも官民のイコールフッティングの観点からお願いし

たいと思います。 

 柳澤臨時議員の資料に、ネットワークについて、事業所名等が非公開の求人情

報も、ハローワークにより事業为の了解を確認した上で民間事業者に提供すると

ありますけれども、こうした仕組みが官民ハローワークの間のイコールフッティ

ングを損なうことがないような形で、是非よろしくお願いしたいと思います。 

 市場化テストというのは、そもそも民間事業者が官と全く同じことをするので

あれば余り意味がないわけです。民の創意工夫を生かせるような可能性を、でき

るだけ広げていただきたいと思っております。 

 いずれにしても、今後、柳澤臨時議員の現在の案をベースに、今、申し上げま

したような点も含めて、官民競争入札等監理委員会でしっかりとした制度設計を

していただくことになろうかと思います。 

 その意味で、厚生労働省におきましても大臣の資料にあるように、監理委員会

の意見を十分に尊重し、必要な場合には適切な改善措置等を講じていただく、そ

れによって市場化テスト本来の目的が十分に達成されるようにしていただきたい

と存じます。 

 以上です。 

（大田議員） ありがとうございます。 

丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） １つだけお願いしたい。１ページに「企業指導情報は非提供」という

ことですが、実際に運用する場合に、民の方で指導の多い会社を紹介することは

非常に問題があるのではないか。官からこういう指導を何回も受けた会社がある、

どれぐらい指導を受けているということが、民間にはわからない。中には常習犯
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のような会社もおられるかもしれません。それについて民間は全く情報がありま

せんから、紹介された会社で問題が起きる可能性も否定できない。これは尐し方

法を考えていただかないと、民にとって非常にイコールなオポチュニティーには

ならないのではないかと思います。これはちょっと考えていただけないかと思い

ます。 

(大田議員) 何かありますか。 

(柳澤臨時議員) 今、丹羽議員がおっしゃられたことを私は理解ができませんが、要

するに紹介もしていただいて構わないが、それが例えば民の窓口にとって名折れ

になるということであれば、そこまでのことはしないだろう。 

(丹羽議員) 雇用する上において、民が紹介した会社が何回も指導を受けているよう

な会社であると、そこを民が紹介するということは、民間にとっては非常に問題

があるのではないか。官の方は、これは指導を受けている会社だという情報を持

っているから、これはできるだけ紹介しないようにしようということが可能にな

るわけです。 

(大田議員) 恐らく、例えば最低賃金について何度も何度も違反しているといったこ

とだろうと思います。 

(丹羽議員) それから、例えば残業代を払わないでいろいろ働かせているといった場

合、当然指導を受けているだろう。 

(柳澤臨時議員) ですから、あえて申し上げますと、たびたびそのようなことをやっ

ている会社があるとすれば、そういう情報は行政の生の情報でなくても、ある程

度紹介することを通じて、当然了知、認知されるようになるのではないか。そう

いうように思います。 

(丹羽議員) それがどの程度のものかわかりませんけれども、ここにわざわざ書いて

ありますから、大小は別として企業指導を受けている会社は結構多いのだろう。

企業指導を受けている会社を、民の方は全く知らないで紹介していくわけです。

指導の内容が、今、大田議員が述べられたものや、残業代を払わないとか、いろ

いろな仕事をさせてしょっちゅう指導を受けているところもあり、民間の方とも

守秘義務契約を結んで、この会社はどれぐらいの指導を受けているかということ

がわかるように、民間の方にも情報をいただくことが必要ではないかと思います。 

(大田議員) 基本的に企業指導情報は国家権力で集めた情報でもありますので、原則

として非提供ということだが、ただ制度を組む上でどうしても働く側に不利にな

るような事態がありましたら、そこはまた工夫するということでよろしいでしょ

うか。 

(柳澤臨時議員) そうですね。実際上のこととして認識もできるのではないかと思い

ます。 

(丹羽議員) 私が知る限りでは、何回も注意を受けている会社が結構多いのです。民

の方で紹介して、そこで働く人にとってよくないこともありますから、その辺を

尐し心配しております。 

(柳澤臨時議員) 心配もわからないではないですが、それはまた実際紹介することに
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よって、紹介を受けたところはこういうところですという話になって、行政の情

報を生の形で知るのではないけれども、何らかの形でそういうことは分かるので

はないかと思います。これは、むしろ企業側の要望でもあるのです。 

(丹羽議員) 民間に何らかのサインをいただくといいですね。 

(大田議員) どうぞ。 

(八代議員) 今の点は、あくまで求職者の利益を最大限に考えなければいけないので、

事実上官と民のハローワークで、お互いに情報をできるだけ共有していくという

形で対応していただければと思います。細かい点については、また監理委員会と

交渉していただくと考えます。 

(大田議員) ほかに何かございますでしょうか。 

 今日は、柳澤臨時議員から大変前向きで具体的な提案をいただきまして、あり

がとうございます。市場化テスト導入に向けた道筋が付いたものという評価が、

民間議員からもなされました。この案をベースに、官民競争入札等監理委員会で

具体的な制度設計がなされることになります。今日の御指摘も踏まえて、私が担

当大臣になりますので、十分に市場化テストの趣旨が生かされるように制度設計

していきたいと思います。その上で、平成20年度の実施を目指していきたいと思

います。柳澤臨時議員にも、引き続き御協力をよろしくお願いいたします。 

(安倍議長) ハローワーク本体業務の民間委託というのは、大変難しい問題で、10年

間ずっと試みたけれども、なかなかできなかった分野なのだろうと思います。こ

の柳澤臨時議員に示していただいた案は、官と民が机を並べるという市場化テス

トとしては非常にわかりやすい案をベースとして出していただいたと思いますの

で、結果としては非常に明確な結果が出てくるのではないかと期待しています。 

 そういう意味におきましては、改革の大きな一歩を踏み出すことができた。柳

澤臨時議員始め、関係者の皆様に感謝を申し上げたいと思います。今後も徹頭徹

尾、利用者の立場に立って、官民のイコールフッティングの下で市場化テストが

実施されるように、制度設計の方もよろしくお願いしたいと思います。 

(大田議員) ありがとうございました。 

 それでは、柳澤臨時議員、どうもありがとうございました。 

 

（柳澤臨時議員 退室） 

 

(大田議員) それでは、渡辺大臣が入室されるまで、しばらくお待ちください。 

 

（渡辺臨時議員 入室） 

 

(大田議員) 最後の議題であります、独立行政法人改革について審議いたします。時

間が限られておりますので、御説明は５分程度としていただけますよう、お願い

いたします。 

 それでは、最初に民間議員から御説明をお願いします。 
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○ 独立行政法人改革について 

(丹羽議員) それでは「独立行政法人のゼロベースでの見直しを」というタイトルで

御説明をいたします。 

 21世紀の行財政システム構築に向けて、経済財政諮問会議では政府が果たすべ

き機能をゼロベースから見直すことにしております。その一環として、以下のよ

うに独立行政法人の改革を行うべきであると思います。 

 独立行政法人は、制度導入以来６年が経過いたしました。ここで、現行の独立

行政法人が制度本来の目的にかなっているか、あるいは制度創設後の様々な改革

と整合的なものとなっているか等について、原点に立ち返って見直す必要がある

と思います。 

 独立行政法人の導入によりまして、企業会計原則の導入、会計監査人による監

査の義務づけがなされるなど透明性が高まってきております。 

 一方において、緑資源機構の官製談合事件で明らかになったように、官製談合

や天下りの温床にもなっている部分があります。また、廃止、民営化につながる

ような为たる業務の見直しまで踏み込んでおらず、特殊法人からの単なる看板の

かけ替えという批判も出ているわけであります。 

 政府のユーザーたる国民の視点に立って、政府本体との役割分担、業務の存続、

民営化の可否まで踏み込んだ改革を行うことが必要になってきております。 

 渡辺行政改革担当大臣におかれては、菅総務大臣と連携を取られて、これから

申し上げます「独立行政法人見直し３原則」に基づいて、101の全法人を対象とし

て見直しを行い、年内を目途に「独立行政法人整理合理化計画」を策定していた

だくようにお願いしたいと思います。 

 「３原則」の１つ目は、官から民への原則であります。民間に委ねた場合には、

実施されないおそれがある法人及び事務・事業に限定する。それ以外は、民営化、

民間委託又は廃止する。 

 ２つ目は、競争原則であります。法人による業務独占については、民間開放で

きない法人及び事務事業に限定する。それ以外は、民営化、民間委託又は廃止す

る。 

 ３つ目は、整合性原則であります。他の改革との整合性を確保するということ

であります。①公務員制度改革との整合性。②政策金融政策との整合性。③国の

随意契約の見直しとの整合性。④国の資産債務改革との整合性。 

 こういうことを是非遵守して御検討いただきたいと思います。 

 以上であります。 

(大田議員) ありがとうございます。 

 それでは、菅大臣から資料が出ております。 

(菅議員)  資料「独立行政法人の成果と改革の加速について」という資料を出させて

いただいております。１ページ目であります。独立行政法人制度は業務の効率性、

質の向上、自律的な業務運営の確保、業務の透明性の確保を目的として、68法人

を国からアウトソーシングして設立して、国のスリム化を実現しております。特
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にＰＤＣＡサイクルがビルトインされているのが、为な特徴であると思っていま

す。 

制度の導入による成果でありますけれども、業務の効率性、質の向上としては、

例えば役員の退職金を３分の１に削減、５年間でマイナス５％以上の人件費削減

するなど行っております。 

 自律的な業務運営の確保、経営努力認定の基準を策定することによって、経営

努力のインセンティブを付与しています。 

 また、業務の透明性の確保という目的を持ちながら、例えば経営努力のインセ

ンティブを付与することについて、果たしてそうなっているかという大きな疑問

があったりしますけれども、こういうことをしっかりと行っていきたいと思って

います。 

 ２ページ目、これまで80法人について、政策評価・独立行政法人評価委員会や

行政減量・効率化有識者会議における審議を得て、中期目標期間終了時の見直し

を実施いたしております。その結果として、法人の統廃合で、２法人の廃止を含

む14法人削減、役員数48人削減、公務員型の法人のうち45法人を非公務員化等し

ております。平成18年度の見直しの成果としては、６法人13事業に市場化テスト

を導入、次期中期目標期間全体で約1,900億円程度のコストの削減、更に59の融資

等業務のうち32業務を廃止・縮小などを行っております。 

 ３ページ目、今後の改革のさらなる加速についてであります。特に１番目の事

後評価改革として、法人の事業の裏づけとなる国の政策にさかのぼった見直しの

徹底による、組織・業務の抜本的な見直しなどを推進していく必要があると考え

ております。特に19年度の見直し事業は、23法人の、規模の大きなものから小さ

なものまで、メリハリを付けて見直しを行っていきたいと思っています。 

 以上「独立行政法人の成果と改革の加速について」であります。 

 次に「政策評価の機能の発揮に向けて」でついて。１ページ目、今年１月の諮

問会議の際に、丹羽議員から政策評価の重要な対象分野について、諮問会議が決

定していくべきとの提言をいただきました。こうしたものを踏まえて、重要政策

に関する評価の現状を分析し、改善の方向を検討いたしております。現在３つが

ポイントであると思っています。 

 １つ目は、重要な評価対象分野の選定に当たっては、政府全体の観点から諮問

会議を是非活用させていただきたいと思っています。２つ目、評価の実施方法で

ありますけれども、特に内閣の重要政策のうち、複数省庁に関係について、総務

省が自らやるのは勿論ですけれども、そうしたものは同時に関係府省が連携して

評価を行う仕組みを是非推進していきたいと思います。３つ目に評価結果の反映

でありますけれども、やはり国民に反映状況をわかりやすく明示する必要がある

と思っています。 

 ２ページ目、諮問会議、総務省、各府省という絵の中で、重要政策に関する評

価の取組を進めていくために、対象分野については諮問会議から提示いただくな

ど、諮問会議との連携を強めていきたいと思っております。総務大臣としても、
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こうしたことに対応するために、毎年、各府省の評価の実施状況を踏まえて、対

象分野選定の案について諮問会議に意見を申し述べることとしたいと思います。

こうしたシステマティックなサイクルを確立することによって、政策評価の機能

が発揮され、諮問会議の政策審議にも資するのではないかと考えております。 

 以上です。 

(大田議員) ありがとうございます。 

 渡辺大臣から御発言をお願いします。 

(渡辺臨時議員) 民間議員の御指摘はもっともなことだと思います。独法に関しては、

統一的な会計基準が既につくられているのです。透明性を高めるには、独法から

更にその下の公益法人にお金が流れており、そういうものも連結して決算ができ

るような体制をつくるべきであると思います。 

 そもそも独法は、橋本行革の時代に、イギリスのエージェンシーをモデルに導

入されたはずです。ところが、本当に独立の法人格でやっているのですかという

疑問が出ていると思います。つまり、いつの間にか役所の関連会社、子会社とい

うような位置づけになってしまっていると思います。 

 これを解決するのは、ヒトとカネの両面から解決策を図っていくべきです。ヒ

トの面では、御案内のように、予算と権限を背景とした押し付け的な天下りとい

うのが元凶なのです。国家公務員法改正によって、この天下りを根絶してまいり

ます。そういたしますと、廃止・民営化も含めた大胆な改革が可能になってまい

ります。 

 カネ、財源の面においては、今は運営費交付金に大きく依存している体制でご

ざいます。いきなり話が飛ぶが、菅議員がふるさと納税という御提言をされてお

られますが、慶應義塾大学の跡田教授がホームタウンドナー制ということを言っ

ておられます。これは税額控除です。その延長線で、私の立場から非営利法人ド

ナー制度、公益ドナー制と言ってもいいのですが、そういう制度を導入したらど

うか。 

 つまり、住民が自ら選択した自治体や非営利法人などに寄附するということは、

税額の一部をこういったところに寄附する、充てるというところに行き着くわけ

でございます。是非この公益ドナー制を導入することによって、独法が省庁の関

連会社、子会社的に位置づけから、まさに独立していく方向を目指すべきだと思

います。国民の方を向いて仕事をしていくということになるわけです。その成果

が出なければ、つぶされていくことになろうかと思います。 

 今日の議論の対象ではございませんが、大学は本来寄附で成り立っているのが

普通なのです。ですから、大学や研究所について、是非こういった財源の面から

の改革も進めていくべきだと思います。 

 私の担当分野でいきますと、行政減量・効率化有識者会議や規制改革会議の場

も活用しながら、総務大臣の御協力もいただいて、徹底的な見直しを進めていき

たいと考えております。 

 以上です。 
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(大田議員) 丹羽議員、どうぞ。 

(丹羽議員) 先ほど菅議員から政策評価の機能の発揮に向けてということで、建設的

な御提案をいただいたことは大変うれしく思うわけであります。行政の現場にマ

ネージメントサイクルを根づかせてきたこれまでの成果を踏まえて、これからの

各府省の重要政策について、実効性のある評価を行い、具体的な改善に結び付け

ていく。 

 勿論、今までにやってきたように自らが評価を行う。行政分野に最も精通して

いる各府省が評価をやるのは当然であります。それに社会的な評価が求められて

いるが、タイミングが悪いとか評価の内容の結果が悪いとか色々な批判がありま

すけれども、今、菅議員が御説明されたように、これを改善する方向へ持ってい

く施策が打ち出された。総務省と各府省と経済財政諮問会議の連携強化を図って

いけば、政策評価の実効性と信頼性が向上して、経済財政諮問会議の政策審議に

一層活用することができると思います。今、菅議員から御提案いただいた考え方

を、是非骨太方針に盛り込んでいただきたいと思います。 

（大田議員） 渡辺臨時議員、民間議員から提案のあった見直し３原則に基づいて、

101全法人を対象に見直しを行い、年内を目途に「独立行政法人整理合理化計画」

を策定していただきたいという要請については、いかがでしょうか。 

（渡辺臨時議員）大変重い課題でございますが、最大限頑張りたいと思います。 

（菅議員） 私どもも全面的に協力させていただきます。 

（大田議員）ありがとうございます。 

 ほかに御意見はよろしいでしょうか。 

 総理から何かございますか。 

（安倍議長） 所信表明演説におきまして、行政の新たなグラントデザインを描くと

申し上げた。独立行政法人改革はその一環として、避けて通れない課題であると

思います。 

 渡辺臨時議員、また菅議員におかれましては、政府機能の見直しの第一弾にふ

さわしい、本格的な改革をよろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員） それでは、両大臣よろしくお願いいたします。 

 それでは、２日連続の経済財政諮問会議、大変お疲れ様でございました。以上

をもちまして、終わらせていただきます。 

 

（以 上） 


