
平成 19 年第 12 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年５月９日(水） 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）

○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） 
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（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）

（概要） 

○グローバル化改革（ＥＰＡ・農業）について

（伊藤議員） 「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いる。これは二部構成になっており、第Ｉ部は今日の

メインの議題である「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いるので、

今回は第Ｉ部に限って話したい。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た。 

特にＥＰＡ・農業ワーキンググループは、３人の農業の専門家がメンバーとして

参加しており、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、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

た。私も仙台に行った。農水省を始め、関係省の幹部も２回、３回とお招きし、忌

憚のない討議を行った。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

議に御報告させていただく次第。エッセンスは民間議員ペーパーに盛り込まれてい

るので、まず「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」について御説明したい。 

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いるが、ネッ

トワークが非常に急速に形成されている。つい 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う。 

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考え

ている。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Ｅ

ＰＡを更に目指していくことが重要。ＥＰＡ締結に当たっては、消費者利益を重視

して、これを 大化することが原則であるべき。 

まず、今回改定されたＥＰＡ工程表にしたがって、後ほど麻生臨時議員より御説

明があるかと思うが、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。その際、ＥＰＡ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。 

ＷＴＯについては、世界規模の自由化であり、これが実現すれば一番よい。ＷＴ

Ｏ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大方が予想して

いる。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、ＷＴ

Ｏ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。リー

ダーシップを取っていただきたいという趣旨である。ウルグアイ・ラウンドの 終
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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、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、結果的に不利な選択にな

ってしまった。さらにその交渉妥結後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

いる。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。これが我々の主張である。 

２ページ目に具体的な我々の提案が書かれている。（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Ｅ

ＰＡ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、新聞紙上に出ているように、不

正の温床になっていると言われている制度である。（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。全くすぐに丸裸になるというわけではない。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。 

関係するので、次の民間議員ペーパー「強い農業への第一歩 －農地の『所有』

から『利用』へ－」を続けて御説明する。 

我々の基本認識は、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。 

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。このまま放置しておいては、どんどん農業従事者が少なくな

り、耕作放棄地が増え、自滅に近い形になってしまい、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るが、我々が も重要な

課題と位置づけているのは農地改革である。「農地改革なくして強い農業なし」と

認識すべきである。 

   農地を集約化し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を実現

しなくてはならない。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る。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、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。「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。 

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。グロ

ーバル化改革専門調査会において、関係省と連携をとりつつ検討を深め、農林水産
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省が秋までに取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。 

２ページ目に「所有」から「利用」への具体策を明らかにしている。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

に置いている。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

ているのか聞くと、農業委員会で決めているということで、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った。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だが、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があると思う。さまざまな理由を考える必要がある

わけだが、１つは単に売却してしまうというの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る。 

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。 

（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たい。 

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である。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、貿易立国である日本にとって、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、甘利議員はじめ皆これに同じところだと思う。 

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、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。 

２点目、質の向上についてであるが、ＥＰＡの方がＦＴＡより質が高いというこ

とだと思うが、実現を目指すべきという御指摘があったが、これは当然で、交渉担

当者と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

とであるが、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

ではない。しかし、それをやった場合、国内から途端に文句を言われるので難しい。

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るので、これは難しいという点は御理解いただきたい。
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いずれにしても、今後の交渉というのは豪州が例だと思うが難しいことになるの

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するの

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 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、少なくともこういった難しい交渉を今度やっていく

という点について、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。 

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然

出てくるのだが、御指摘のとおりであるが、正直相手のある話でもあるので、数値

目標の設定にはとてもなじむとは思えないが、少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。 

ＥＰＡの交渉については、お手元に工程表をお配りしてあるので、それを参考に

していただきたい。 

今年１月に閣議決定された日本経済の「進路と戦略」について、今後２年間でＥ

ＰＡ締約国を少なくとも 12 か国以上に増加していることを期待するとある。この

工程表もそれに言及している。 

１月の閣議以降、上からチリまで書いてあるが、これまでのところは既に４か国

から６か国に増加している。残りは、今インドネシア等々が大筋合意、ブルネイは

今日やったが、これはずっと交渉が続いている。こういったところを今からやって

いくことになると思うので、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。 

工程表の 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ある。

日本がこれだけのことを書いたことはない。これは農水省ともいろいろ意見の分か

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国で組むと、世界のＧ

ＤＰ比の 40％を超える。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、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んな問題があろうと思う。 

この機会に一言だけ申し上げたい。 

いずれ諮問会議で 2008 年度の予算を検討することになると思うが、日本が議長

を務めるＧ８、ＴＩＣＡＤというアフリカ開発会議が出てくると思うが、気候変動

とか環境エネルギー問題を多分日本が主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う。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あるが、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、少なくとも気候変動に も影響を及ぼすのはこの２つ

であるから、数が 10 億とか 13 億というから 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ると、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る。 

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るが、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。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るので、
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これは新たな資金の枠組みをつくらないと、言ったはいいが、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。 

（松岡臨時議員） まず基本的な考え方を述べたい。ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉と農業改革と

いうテーマだが、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

はない。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

思う。方針としてはオープンな経済社会の構築に貢献するという意味で、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。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いるが、ＷＴＯもＥＰＡも交渉ごとであり、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ある。

したがって、ここで低関税の一律見直しというようなことを言うと、相手に手の内

をさらすことにもなるので、そういった点は表現として是非お考えいただきたい。

それから、「早期に」という言葉や、「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。 

２ページ目は、ＷＴＯ農業交渉と各国の関税水準や国内支持を比較した現状を述

べている。 

我が国の状況はここにあるように、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おり、国内

支持の水準についても約束水準から 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。こういう状況であり、ウルグアイ・ラウン

ドの実行についての 優等生であると言えるであろう。こういうことも念頭に置い

ていただきたい。 

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あるが、私どもは

全力でやっており、３つの方向を目指してやっている。 

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る。 

品目横断的経営安定対策は、野党から国会でも大変反対されており、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。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こともあるので、この点については十分御認識いただき

たい。 

もう少し時間をいただいて２点申し上げたい。 

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

の皆さんと懇談した。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 軒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、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。 
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日本ではプレスが反対しているようだが、自分たちとしては当地の日本食レスト

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、フランス人に調査を行ったら 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。 

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ることだが、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。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。だから、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１点は、私はアメリカのウィスコンシン州に行って、エタノールの生産を見

てきた。ここは、約 1,300 軒の農家が出資して、2002 年に会社をつくって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いた。ブラジルで車に乗ってきたが、間違

いなくガソリン車もエタノール車も変わらない。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う。 

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が

たい。 

（甘利議員） ３点申し上げる。 

１点目、「今後のＥＰＡ戦略について」の１ページの２．。４月に米韓ＦＴＡ交渉

が妥結をした。かなり衝撃的なニュースであった。これにより世界の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。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る。 

２ページの上の段に比較表があり、例えば乗用車だと米国は2.5 ％でＥＵは10％。

だから、日韓の競争だとＥＵと結ばれてしまうと日本は 10％ハンデを負うことにな

るので、かなりインパクトが強い。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である。ドーハ・ラウンドを 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いる。 

２点目として、２ページの下にあるように、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。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いる。 

先週、カザフスタンに行ってきたが、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た。資源確保戦略上も重要である。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である。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、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な要素で

ある。そこで、多数の国を待たせてしまう状況があるので、当省も含めてであるが、
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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る。 

３点目として、１ページの上にあるように、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。日アセアンＥＰＡについても先週ブル

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ある。これで大きなヤマを超えた。11

月の東アジアサミットでの交渉妥結を目指したい。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、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していく。 

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

にすべきである。 

（御手洗議員） ＡＳＥＡＮとのＥＰＡ交渉が先日大枠合意に達したことは、本件につ

いて長らく要望してきた産業界にとっては大変な朗報であったと感謝している。 

一方、既に韓国や中国がＡＳＥＡＮとの協定を締結済みである。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している。 

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いる。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いる。隣国の韓国がＥＰＡにより世

界の主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。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

ある。 

こうした他国の意欲的な取組を目の当たりにすると、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る。是非政府全体でこうした危機感を共有していただき、ス

ピード感を持った交渉に臨まれることを切望している。 

また協定の内容についても、両国の自由化率が 90％台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良い協定を、今後可能な限り追求し

ていただきたい。 

あと２つ申し上げたい。 

貿易関係を越えて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

会保障協定についても、具体的な目標を定めて交渉を加速する必要がある。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る。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。 

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て、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だか

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

いと思う。勿論いろいろ意見もあるだろうし、抵抗もあると思うが、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。

（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。これは、かなりの誤解をお互いに招く
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可能性があるわけであるが、３大臣がお話のとおり、まず国益を考えての対外交渉

だと思う。全く私も大賛成である。 

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、農業が一番のネックだということだが、農業はＥＰＡの

敵であってはならないわけで、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、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

って置くと市場原理が導入されないし、改革は一向に進まない。したがって、ＦＴ

Ａ、ＥＰＡを農業も含めて加速していくということは、非常に大事なことである。

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、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あり、 大限努力してやはり成り立たないということもある。

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いる。競争力をつけて市場原理を導入

し、加速をさせるようなＥＰＡ、ＦＴＡをやるが、 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。 

（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が、民間議員ペーパーへのコメントは何かございますか。

（松岡臨時議員） 伊藤議員が一番先に御説明されたが、「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う。民間議員ペーパーの１枚目には、「ウルグ

アイ・ラウンドの 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、丹羽議員が言われたとおり、各国それぞれの

問題を抱えている。アメリカは国内支持、ＥＵは 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るが、みんなそれぞ

れに重要な弱みを抱えている。したがって、日本だけが反対とか賛成とかそういう

ことではない。まさに交渉はこれから、お互いの弱点を突き合いながら、自分の主

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るので、 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いる。いずれ総理の御決断をいただきながらということに

なる。 

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」

へということであるが、実は我々もずっとその観念は持ってやってきていて、まさ

に究極の策として集落営農みたいな、所有は移転しない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ある。 

ところが日本人は農耕民族だから、どうしても所有観念がある。それを乗り越え

てやろうとしており、我々も秋にまとめるが、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、戦後の農地解放以来

の 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。 
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ただ、株式の問題であるが、金融の株式は北海道の人が出したお金も沖縄の人が

出したお金も東京市場で一本化できる。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る。

私は御手洗議員から 初に聞いたときには、非常に御炯眼だなと思った。株式にし

て出してしまうと、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、水を蓄え災害を防ぐ、この役割はものすごく大き

い。稲が生えているだけで水の流れのスピードが全然違う。国土の中に少しでも長

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であるが、トータルで見るといろいろ議論しな

ければならない。いずれにしても農地改革は 大の課題であるので、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。そこで、農業の大きな新たな

展開があるということなので、条件整備についてお願いしたい。 

（丹羽議員） 松岡臨時議員がおっしゃったように、さまざま乗り越えなければいけな

い部分があり、ずっとそういう努力を農水省がされてきたと思うがなかなか進まな

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。 

そのためには、民間議員ペーパーにもあるように、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で

ある。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、

ほかにもいろんなオプションがあると思うので、それを是非専門委員会で検討し、

実際に利用者の方にいろん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、是非前向きに御検討をお願いしたい。 

（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

う。 

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るので、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。ただ物理的競争力だけでは、

どうしても日本は限界がある。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。 

（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） 方法と手段によるが、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・議論はしたいと思うが、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る。 

（御手洗議員） 私は地元で大小さまざまな水田を見てきている。治水の話があったが、
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今の機械化や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できる。

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

を十分に把握できないことである。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。

（八代議員） まずＥＰＡ交渉について、麻生臨時議員が言われたように、外交交渉は

相手国次第であるというのはそのとおりであるが、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っ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。 

それから、松岡臨時議員から先ほど治水の話があったが、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り、中山間地の方は植林という

手もあるわけで、すべての治水を農業でやろうとするのではなく農業と林業をうま

く組み合わせるという考え方もあるのではないかと思う。 

（伊藤議員） 麻生臨時議員が強調された米国・ＥＵが初めて入ったということは、非

常に評価したいと思う。我々も、世界の新しい流れの中で、こういったことを加速

していくことが非常に重要であると考えている。 

   その際懸念材料としてお話しになったもし日本とアメリカが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るが、アメリカがＦＴＡをやれ

ば必ずある程度の比率はいく。ＥＵも今はほとんどアメリカと同じぐらいの経済規

模になっているから、例えばＮＡＦＴＡやＥＵ・メキシコ、あるいはＥＵ・ＡＳＥ

ＡＮといったようなことになる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。 

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、 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う。 

松岡臨時議員の御説明に対して、２点だけ申し上げる。 

１点目は、我が国の農産物の関税は低水準である。平均関税率の話では確かに優

等生だが、一番問題なのは弱みであると言われた上限関税、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だったので、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った。そういう方向

で是非頑張っていただき、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た。これは非常に歓迎したい。 

できれば、そのカードを切るタイミングを間違えず余り長く抱え続けないように

して、リーダーシップをとっていただきたいと思う。よろしくお願いする。 

（松岡臨時議員） 簡単に言うと、農業の生きる道はやはり生産物であり販売物である

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、
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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、だから我々は決して否定的・閉鎖的にはなっていない。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。こういうことも事実として知っていただきたかったということ。 

八代議員、御手洗議員が言われたことについて、私は決して否定しているのでは

ない。そういう違う観点・側面からの検討・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くる

し、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る。

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水を守る必要があり、

植林になるとあぜがなくなってしまうから木が大きく育つまでは水を守らない。 

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については、我々はしっかり取り組んでいきたい。 

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

う。米は標準米 60 キロ幾らかと言って、ぱっと言える人などいない。現実問題と

して、60 キロ１俵１万 5,000～１万 6,000 円だろう。 

（松岡臨時議員） 高くて売れるのが日本の米だ。 

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

ただ、彼らは毎日食べない。だから売り方が大事。１キロや２キロのパックで売

らないとだめだ。しょうゆも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。 

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

いと本当には売れない。 

（麻生臨時議員） そこは意見が違う。日本のお米でなければだめなものがある。大抵

１回酢をかけて冷やす。外米でやったらどれくらい味が悪いかは、よほどの味音痴

でもわかる。外米はチャーハンの方がいい。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。その中で日本米が売れ

るのは寿司。これが今一番はやっている。 

（麻生臨時議員 退室） 

（大田議員） ＥＰＡを加速しなければならない、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う。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。 

農業については、今日の民間議員提案を秋の取りまとめに積極的に入れていただ

きたい。また、諮問会議で引き続き議論させていただきたい。よろしくお願いする。 

（松岡臨時議員 退室） 

（柳澤臨時議員 入室） 

○ハローワークについて

（柳澤臨時議員） かねて御提案があったハローワークの「市場化テスト」の問題につ

いて、私どもの考え方を御説明させていただき、御審議を賜りたい。資料「ハロー

ワークについて」をごらんいただきたい。 

ＩＬＯ条約の関係等を乗り越えるため、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ある。 

「Ⅰ 実施内容」について。右側に図があるが、国の機関としてのハローワーク
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と民間事業者の職業紹介の仕事を併設する。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いては、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だが、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するということになっているので、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。福祉機関等と連携した「チーム支援」が「底上げ

戦略」の中で特に出てきた。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が、ハローワークがチーム

を組んで支援する場合には、行政機関間のやりとりもあり、これについては官が行

うことで御理解をいただきたい。以上が考え方の基本である。 

業務内容は、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ある。 

実施施設は、東京 23 区内で２所ということを御提案させていただく。国、民間

事業者が両方で店構えするので、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いる。 

「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だが、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。企業指導情報がこのネットワークの情報には入っているが、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だ

が、監督行政の情報ははばかられるということで、それは除いてＣＤ－ＲＯＭで提

供するということである。これは毎日更新するので、 新の情報が提供できる。Ｃ

Ｄ－ＲＯＭで提供すると、実際には民間事業者はこれを操作して、より効率的な職

業紹介ができるよう形を変えることも可能になるというメリットもある。事業所名

等が非公開の求人情報については、ハローワークから事業主の了解を確認した上で

民間事業者にも提供する。仰々しく事業主の了解を得るというより、求人情報が事

業主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、そういう特別な注意がないところはＣＤ－

ＲＯＭに載せるということにしたいと考えている。求人自己検索端末については、

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

るわけだが、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ある。 

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。

求職者を選別し、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から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。厳正・厳

格な行為規制を課す仕組みも当然のことながら整備させていただきたい。 

「IV その他」も留意事項。テスト期間、３年程度を考えているが、この期間は

スタンドスティルにして、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。労働関係法令等違反企業、障害者雇用率未達成企業等に

ついては、応札を御遠慮いただく。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。民間事業者は、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。契約途中でも問題があれば、当然のことだが 終的には契約解除もあり得る。

後は、これは大田議員からの御注文で入れたが、官民競争入札等監理委員会の審

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
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の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

あるが、適切な改善措置を講ずることは当然である。 

（八代議員） 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」を御説明す

る。 

はじめに、長年の懸案であった、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って、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。 

１番目、ハローワーク本体業務の市場化テストにおいては、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 も重要である。そのためには、 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。 

「（１）対象業務」。柳澤大臣から御説明があったように、雇用保険受給者を含む

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いる。民と

官双方が無料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、

これも御説明いただいた。 

「（３）対象ハローワーク」。東京都 23 区内にあるハローワークのうち数か所と

考えているが、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

させていただいている。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

だと思うが、当然ながらその期間は、そういう事業所においては、継続して成果を

注視していくことが大事ではないか。 

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。 

それから、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るので、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を確

保する観点からお願いしたい。 

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主の了解を確認した上で民間事業者に提供するとある

が、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

がないようお願いしたい。 

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。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。 

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、今申し上げたよう

な点も含め、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う。 

その意味で、厚生労働省におい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。 

（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」とあるが、

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、どれくらい指導

を受けているということが、民間にはわからない。中には常習犯のような会社もあ
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るかもしれない。それについて民間は全く情報がないので、紹介された会社で問題

が起きる可能性も否定できない。これは少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。 

（柳澤臨時議員） 丹羽議員がおっしゃったことを理解できないが、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。 

（大田議員） 例えば 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。

（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） あえて申し上げると、たびたびそん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。 

（丹羽議員） それがどの程度のものかわからないが、ここにわざわざ書いてあるのだ

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。指導の内容が、大田議

員が述べたものや、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。 

（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、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

態があれば、そこはまた工夫するということでよろしいか。 

（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う。

（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。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、その辺を少し心配している。

（柳澤臨時議員） 心配もわからないではないが、それはまた実際紹介することによっ

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が、何らかの形でそういうことは分かるのではないか。これ

は、企業側の要望でもある。 

（丹羽議員） 民間に何らかのサインをいただくとよい。 

（八代議員） 今の点は、あくまで求職者の利益を 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う。細かい点は、また監理委員会と交渉していただき

たい。 

（大田議員） 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、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る。今日の御指摘も踏まえ、私が担当大臣なので、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。その上で、平成

20 年度の実施を目指していきたい。柳澤臨時議員にも、引き続き御協力をよろしく

お願いする。 
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（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

ずっと試みたが、なかなかできなかった分野なのだろうと思う。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うので、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る。 

そういう意味において、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。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。 

（柳澤臨時議員 退室） 

（渡辺臨時議員 入室） 

○独立行政法人改革について

（丹羽議員）「独立行政法人のゼロベースでの見直しを」というタイトルで説明する。 

   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いる。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。 

独立行政法人は、制度導入以来６年が経過した。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。 

独立行政法人の導入により、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いる。 

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る。また、廃止、民営化につながるような主

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。 

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いる。 

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、これから申し

上げる「独立行政法人見直し３原則」に基づき、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。 

「３原則」の１つ目は、官から民への原則。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、民間委託ま

たは廃止する。 

２つ目は、競争原則。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。他の改革との整合性を確保する。①公務員制度改革との

整合性、②政策金融改革との整合性、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 

（菅議員）	 資料「独立行政法人の成果と改革の加速について」を出させていただいて

いる。１ページ目。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、国のスリム化を実現している。特にＰＤＣＡサイクルがビルトインされ
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ているのが、主な特徴である。 

制度の導入による成果は、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％以上の人件費削減などを行っている。

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る。 

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大きな疑問があったり

するが、こういうことをしっかりと行っていきたい。 

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

実施している。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いる。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 1900 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・縮小などを行っている。 

３ページ目、今後の改革のさらなる加速について。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いる。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。 

   次に「政策評価の機能の発揮に向けて」について。１ページ目、今年１月の諮問

会議で、丹羽議員から政策評価の重要な対象分野については、諮問会議が決定して

いくべきとの提言をいただいた。こうしたものを踏まえ、重要政策に関する評価の

現状を分析し、改善の方向を検討している。３つがポイントであると思っている。

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る。２つ目、評価の実施方法について、

特に内閣の重要政策のうち、複数府省に関係するものがあるので、総務省が自らや

るのは勿論、そうしたものは同時に関係府省が連携して評価を行う試みを是非推進

していきたい。３つ目に評価結果の反映であるが、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。 

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。総務大臣としても、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、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。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いる。 

（渡辺臨時議員） 民間議員の御指摘はもっともなこと。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。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。 

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。ところが、本当に独立の法人格でやっているのかという疑問が出てい

る。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。 
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これを解決するには、ヒトとカネの両面から解決策を図っていくべき。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。国家公務員法改正によって、この天下りを根絶していく。そうすると、廃止・

民営化も含めた大胆な改革が可能になっていく。 

   カネ、財源の面では、今は運営費交付金に大きく依存している体制。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、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る。これは税額控除。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よいが、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。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、子会社的な位置

づけから、まさに独立していく方向を目指すべき。国民の方を向いて仕事をしてい

くということになる。その成果が出なければ、つぶされていくことになろう。 

今日の議論の対象ではないが、大学は本来寄附で成り立っているのが普通。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。 

私の担当分野では、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。 

（丹羽議員） 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。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、これからの各府省の重要政策について、

実効性ある評価を行い、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も評価を行う。行政分野に も精通してい

る各府省が評価を行うのは当然である。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るが、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。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。 

（大田議員） 民間議員から提案のあった見直し３原則に基づき、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か。 

（渡辺臨時議員） 大変重い課題であるが、 大限頑張りたい。 

（菅議員） 私どもも全面的に協力させていただく。 

（安倍議長） 所信表明演説において、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。 

渡辺臨時議員、菅議員におかれては、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。 

（以 上） 
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