
  

  

平成 19 年第 22 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年 10 月４日(木） 17:30～18:18 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 福 田 康 夫 内閣総理大臣 

議員 町 村 信 孝 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 増 田 寛 也 総務大臣 

同 額 賀 福志郎 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 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）経済財政諮問会議の今後の運営方針について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○改革の継続と安定した成長のために（有識者議員提出資料）

（配布資料） 

○経済財政諮問会議議員名簿 

○経済財政諮問会議運営規則

○経済財政諮問会議における情報の公開等に係る運営細則

○平成 20 年度予算の概算要求について（参考資料）（額賀議員提出資料）

（概要） 

（大田議員） 本日は、福田内閣として初めての会合なので、各議員の御紹介をさせて

いただく。 

順に御紹介する。町村信孝内閣官房長官、増田寛也総務大臣、額賀福志郎財務大

臣、甘利明経済産業大臣、福井俊彦日本銀行総裁。 

続いて、有識者議員の方々を御紹介する。伊藤隆敏議員、丹羽宇一郎議員、御手

洗冨士夫議員、八代尚宏議員。 

最後となるが、進行を担当させていただく経済財政政策担当大臣の大田です。 

それでは、初めに総理から御挨拶をお願いします。 

（福田議長） 内閣が変わり、初めての経済財政諮問会議の開催である。一言御挨拶を
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申し上げる。この経済財政諮問会議は、私も当初から参加しているが、森内閣以来

の経済財政面でのさまざまな改革を進める中で、極めて重要な役割を果たしてきた。

そして、もう改革は十分かといえば、我が国は本格的な人口減少社会、そして少子

高齢化に伴う社会保障費の増大、グローバル化、地球環境問題といった難題に直面

している。 

これらを乗り切り、より成熟した社会をつくっていくためには、時代に適合しな

くなった制度や組織を改めるなど、日本の将来を見据えた改革を進めていかなけれ

ばならない。改革を進めることによって、財政、社会保障、地域経済、環境等の面

で持続可能性を確保し、あるべき経済や社会の姿を実現していくことを目指す。そ

の際、若い人は希望を持ち、またお年寄りが安心して暮らせる社会、さまざまな主

体が自立しながら共に支え合う、「自立と共生」を基本として、政策を進めてまい

りたい。 

このような改革を進めていく上では、国民の御理解と御協力が重要。国民の御理

解をいただき、そして改革を進めていくためにも、経済財政諮問会議が将来の政策

の選択肢について国民にわかりやすい議論をして、そして将来あるべき日本の姿を

提示していただく必要がある。 

本日御出席の有識者議員の方々には、昨年 10 月の御就任以来、大変精力的に御

審議をいただいており、引き続き改革の旗手として頑張っていただきたい。 

   私は、国民の目線に立って改革を続行してまいりたい。議員各位の今後の御尽力、

御協力を切にお願いをし、御挨拶とさせていただく。どうぞよろしくお願いする。

（プレス退室） 

○経済財政諮問会議の今後の運営方針について

（大田議員） 本日は、経済財政諮問会議の今後の運営方針について御審議いただく。

議事に入る前に、今日は初めての会合なので、お手元に諮問会議の運営規則等の

資料をお配りしている。詳細は後ほど御確認いただければと思うが、会議の議事要

旨を会議の翌日から３日以内に公表することとしているので、あらかじめ御承知お

きいただきたい。 

それでは、早速本日の議題である今後の運営方針について御審議いただく。 

最初に、御手洗議員から御説明をよろしくお願いする。 

（御手洗議員） 「改革の継続と安定した成長のために」と題するペーパーについて、

御説明する。 

人口減少・少子高齢化の進展、グローバル化の下での近隣諸国の著しい成長など、

現在我が国が置かれている経済社会環境に鑑みれば、成長力強化と財政健全化を両

立させることは、我が国が避けて通れない基本的な改革の道筋である。 

福田総理が就任会見で述べられた「現状打破を通じた新しい未来の構築」に向け

た改革の推進こそ、経済財政諮問会議が果たすべき役割である。 

諮問会議としては、以下に述べる事項に基づき、改革の姿、政策の選択肢をわか

りやすく提示しながら、改革を着実に進めていく必要がある。 

最初に「１．改革の基本的考え方」について。まず、成長力強化と財政健全化を

両輪とする改革を今後とも継続すべきである。改革の実行に当たっては、消費者や

生活者の視点に立って政策を進め、地域や生活の場で、実際の成果を着実に上げる

ことを重視すべきである。 

また、債務残高のＧＤＰ比が 150％にも及ぶ我が国では、歳出・歳入一体改革の

方針を堅持することも重要である。 
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「２．主要課題」について。国民の関心が高い３つの重点課題を中心に据え、改

革の選択肢やそれぞれの長所短所などを具体的に提示しながら議論を進めてはど

うか。 

また、成長力強化の観点から、成長力加速プログラム、ＥＰＡ交渉を始めとする

グローバル化改革などを引き続き推進していくことも不可欠である。 

３つの重点課題とは、１つ目が「地域経済の建て直し」、２つ目が「社会保障制

度と財源のあり方」、これは「社会保障と税」とも呼べるかもしれない。３つ目が

「予算に向けての歳出改革」。それぞれの審議のポイントについては、３～５ペー

ジにある別添資料に記載しているが、ここで簡単に御説明する。 

まず３ページの「１．地域経済の建て直し」については、関係大臣から積極的に

御提案をいただき、議論を進め、年内に地域経済建て直しに向けた新プランを策定

すべきではないか。 

また４ページにあるように、地方分権改革推進委員会と連携して、自治体が独自

に地域経営を行えるよう、地方分権改革を進めるとともに、その総仕上げである道

州制の実現に向けた検討を加速する必要がある。 

それぞれの基本的な視点や検討事項については、ペーパーを御参照いただきたい。

なお、これらと並行して、地域経済の核となる産業の育成や誘致に、地域独自の

知恵や資源を投入できるよう、政策を実行していくことも重要である。 

次に「２．社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）」については、この２

つをセットでとらえ、給付と負担の水準について、国民的議論を行うことが重要で

ある。その際、制度改革の選択肢や将来推計をベースに、将来像を示しつつ議論を

進めるべきである。 

個別事項については、ペーパーを御照覧いただきたい。 

さらに５ページの「３．歳出改革（予算に向けて）」では、いわゆる「骨太 2006」、

「骨太 2007」で示された歳出改革に沿った予算編成の考え方を貫徹する必要がある。

本ペーパーの２ページ目にお戻りいただく。最後は「３．今後の進め方」である

が、諮問会議では、まずは年末までの間に、これまで説明した主要課題を中心に審

議を進める中で、福田内閣における改革を具体化し、その成果を、平成 20 年度予

算案、経済財政改革の中期方針である「進路と戦略」等に反映することが重要にな

る。 

経済財政運営に大きく影響する課題や緊急に取るべき経済財政政策等について

は、諮問会議として随時、議題に取り上げ、その考え方を明確化する必要がある。

また、地方の声を諮問会議の審議に反映させるため、地域の課題について討論を

行うことも意義がある。 

（大田議員） それでは、自由討議に入りたい、どうぞ御自由に。 

（伊藤議員） 「１．改革の基本的考え方」の１番目にある「成長力強化と財政健全化」、

この２つのキーワードについて少しコメントしたい。 

成長力強化に成功すれば、当然財政健全化が容易になるが、成長力強化をあてに

して歳入改革・歳出改革を怠るということは、責任のある政策、慎重な政策とは言

えない。成長力を加速するということは、成長力をあてにした増税回避ではないし、

そのような誤解を生まないようにすることが非常に重要。 

この点について、１つ提案がある。年末に「進路と戦略」をつくるが、その中で

将来の財政について予測を行っている。この中で、生産性の向上、あるいはマクロ

変数一般について不確実性を明示的に取り入れるように事務方に要望したい。固め

の予測に基づく展望を行うことが重要である。不確実性が上下あるわけだが、その
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中でたとえ最悪のケースであったとしても、財政健全化の目標、2011 年度プライマ

リーバランス達成ができるような政策パッケージを考えていきたい。 

もし実際の状況が好転すれば、税収は伸びて、予想外に早く財政の健全化が進む

かもしれないが、それは健全化のボーナスということで、健全化の加速に使いたい。

したがって、財政健全化の目標は、最も遅くても、という条件つきだということ

である。 

一方、財政健全化を景気の動向を無視して行えば、経済は失速してしまう。しか

し、逆に財政健全化を怠れば、予算に占める利払い費が将来拡大して、いわゆる財

政硬直化を招き、さらには利子率が上昇するという破綻の懸念も増していく。 

したがって、財政健全化は、ゆっくりではあるが、着実に進めることが必要であ

る。 

現在、戦後最長の景気拡大が続いていると言われているが、なおも赤字、新規国

債発行が 25 兆円も続いているというのは、極めて深刻な事態である。 

債務残高の対ＧＤＰ比も、2006 年度ベースで 143％にも上るという状況は、ＯＥ

ＣＤ諸国の中でも突出して悪い状況である。たまたま低金利が続いているため、利

払い費問題は顕在化していないが、早急にプライマリーバランスの回復第２段階と

して、2010 年代半ばに債務残高の対ＧＤＰ比を安定的に引き下げるという目標は見

失うことなく、着実に実行していきたい。 

景気が拡大して、多少予算に余裕があるからといって政府支出を拡大するという

のは、景気の振幅を逆に大きくすることで、好ましい経済運営とは言えない。 

（八代議員） 地方経済について申し上げたい。地域の活性化というのは、とかくばら

まきにつながりやすいので、十分に注意が必要ではないか。 

各省が予算獲得するための活性化政策になってはいけない。今度こそ実効性のあ

る戦略になるように、先ほど御手洗議員が言われたように、まずは各省に基本構想

を出していただき、それをきちんと議論していくことが大事である。 

先ほども御説明があったが、地域経済建て直しのための新たな仕組みというのは、

何よりも地域の現場の発想を生かし、個別省庁ごとの縦割り交付金を自らが一括し

て自由に活用し、民間人が中心になってプランを推進するという３本柱を是非活用

していく必要があるのではないか。 

例えば空洞化。中心市街地の活性化というのが大きな政策になっているが、これ

を単に競争相手となる郊外の大規模ショッピングセンターを抑制するだけではな

くて、自ら顧客を引き付ける魅力のあるまちづくりをする。そのためにも、限られ

た交付金、補助金を弾力的に使うということも大事である。また、既存の規制が障

害になる場合には、構造改革特区の積極的な活用で官から民への流れが必要ではな

いか。 

それから、社会保障であるが、給付と負担の選択肢を提示するということが大事

である。なぜかといえば、国民の負担増の抑制ということをよく言うが、特に社会

保障では、ある形での負担を軽減するということは、見えざる形で別の国民負担を

増やすということにつながるわけであり、その点にきちんと留意する必要がある。

年金制度、医療制度の改革の選択肢に当たっても、持続性の高い年金制度に向け

た改革の選択肢が大事である。これは基礎年金制度というのは、基本的に自営業の

未納率が高まると、それが結果的にサラリーマンの負担増になるという仕組みがビ

ルトインされている。こういうことを考慮すれば、基礎年金制度を低コストで確実

に徴収できる公平な制度にすることが大事である。 

歳出改革の方も、今、伊藤議員が言われたとおりであり、制度のスクラップ・ア
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ンド・ビルドで財源を確保していく。この「骨太 2007」の方針をきちんと守ってい

く必要がある。 

（丹羽議員） 改革は、国民が実感できるようなわかりやすい形で、新政権になってこ

ういうことがというのを是非 2 つくらいお願いしたい。 

   1  つは、既に新聞等で出ているが、住宅着工戸数が７、８月の２か月で、23.4％、

43.3％と大幅に減少している。私は地方をよく歩いているが、かなり悲鳴が聞こえ

ている。２か月で２分の１落ち込んだところは７県あり、埼玉、山梨、三重、滋賀、

岡山、鹿児島、沖縄である。一番落ち込みが少ないのは中部ブロックで 25％である。 

これに対し、国交省がかなり鋭意努力をしており、いずれ成果は出てくると思う

が、新認定プログラムがかなり遅れていて、福田内閣の柱の一つである地域の再生

に支障を来す可能性がある。特に年内これだけ遅れるとキャッシュフローの問題が

出てきて、少しスピードアップする必要があるのではないか。 

もう少しスピードアップしてやれという一言が出るだけで、国民生活に、地域に

かなり力を入れているという実感が出てくるのではないか。 

もう一つは、地域を歩いていて、最近、医師不足でいろんな問題が起きているが、

そもそも医学生が不足しているという病院長の声が多い。 

よく見てみると、来年から、20 名増となる和歌山などを除いて、各県５名の医学

生の増加を認めることになっているが、これでは不足する。そのうえ、今、病院の

医師の労働時間が１週間で60時間だという。これではとても耐えられないとして、

開業医に移る。そうすると、残された病院の医師は更に負担が増え、更にそれで辞

め、医師が不足していくというような現象が起きている。 

また、命に関わるようなリスクのある仕事を避け、リスクのない分野の医師にな

ろうとするために、非常に難しい出産だとか、心臓だとか、そういう分野の医師が

ますます少なくなってきている。 

ということで、私が是非お願いしたいのは、厚労省、文科省、それから財務省の

方も関係があるかと思うが、予算のシーリング対策として、５名ぐらいしか認めら

れないかもしれないが、医学生の増加について、もう少しこの３省で総合的に検討

していただく必要があるのではないか。これがまた地域の皆さん方の安心感という

ものを与えるのではないか。長い目で見れば、先ほどの民間議員のペーパーどおり

であるが、直近の話として、そういう具体的に国民が実感できるようなことを、少

し総理から話していただくと、大変に国民が安心できるのではないか。 

（増田議員） 地域経済の建て直しの関係で、私の方からも１、２点コメントを申し上

げたい。今、都市と地方の格差の問題が言われている。これは地方税財政面での取

組を行うということも一つ対策になるが、地域の経済力そのものを高めていくとい

うこと、この両面をきちんとそれぞれ行っていくということが解決につながるであ

ろう。 

実は、考えて見ると、地域の経済力を上げる取組については、政府でも 20 年以

来ずっと課題として行ってきたもので、それが今までは公共事業が中心だったり、

さまざまな地域立法を中心にして行われてきたものである。それはある一定の効果

が出てきた部分もあると思うが、これだけの人口減、過疎化進行で大きな社会構造

が変わっていく時代にあっては、従来の手法とは違った新しい手法をつくり出すと

いうことと、それを政策展開の中でわかりやすいメッセージで国民に伝えること、

この両方が必要であろう。 

私もこれから現地に毎週毎週出かけていくが、総理がおっしゃっていたように、

さまざまな声に、今の意識訴求を含めて、一つひとつ丁寧に確実にクイック・レス
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ポンスで答えを出していく必要がある。 

大きく言うと、今、１つのある地域の中で、将来の投資効果が見込まれ、地方の

中でも地域活性化のためとなり、緊急に投資効果が見込まれるようなところに、省

庁の枠を超えて重点的に予算を配分させる。そういうことが必要だろうと思うのと

同時に、その周辺の地域、そこは限界集落であったり、農山漁村で非常に産業的な

発展が見込まれないような地域に対してもきちんと目を向けているという両面。つ

まり、地方の中でもある一定の投資効果が認められるようなところをぐっと強くす

る施策と同時に、その周辺のところまで目配りすること、そういう両方の対策が必

要である。 

先ほどの民間議員ペーパーを見て、私はこれからは農業の問題が、こういった地

域では非常に大きな問題になると思うので、農業問題を是非この場でもいろいろ議

論していただきたい。 

その際に、１つ気になるのは、私は農地の大規模化も非常に必要だろうと思うし、

今後の国際競争力展開の上で大事であるが、併せて小規模農家の人たちが将来の展

望をなかなか描けずに不安を抱いているという現状も現実にある。 

だから、そういった現状からどのように将来の農業の施策に向けていくのか、そ

の過程を丁寧に議論して、そして本当に農業を強くしていく、こういうことが必要

ではないかと思う。今後、内閣の体制も一元化をして、その中で取組を強化してい

くが、先ほどお話があったように、省庁横断的、そして施策横断的な取組を是非つ

くっていきたい。 

それから、この一元的につくる統合本部の場や、あるいはその中のコアメンバー

の閣僚の会議の場には、地方の市町村長や経済界の人たちも参画してもらって、定

期的な意見交換をして、いい意見を吸い上げていきたい。 

また、道州制については、先ほどお話があったが、やはり分権をきちんと進めて

いくという先に、道州制の姿が見えてくる。 

そういう順番で、これから私も道州制担当大臣として議論を進めたい。 

（甘利議員） 安定した経済成長がなければ、財政再建を進めることも国民の安心・安

全を守ることもできない。今後とも経済成長戦略を揺らぐことなく進めていくこと

が必要である。成長戦略の実行や新たな政策課題の掘り起こしについては、当省と

しても責任を持って取り組んでいくので、節目節目で報告をしたい。 

経済成長の果実を、回復が遅れている地方や中小企業に均てんさせ、裾野の広い

成長にしていくことが重要である。地域経済の建て直しが重点課題として挙げられ

ているが、そのためには、中小企業を始め、産業を振興することが欠かせない。昨

年来、地域主導の企業立地や中小企業による地域資源活用を促進する地域振興２法

を制定し、関係する６省の連絡会議を設置するなど、率先して地域経済の活性化に

取り組んできた。加えて、今後、意欲ある小規模事業者の生産性や経営力の向上の

支援など、中小、小規模企業の底上げと潜在力の発揮を支援する施策を重点的に推

進したい。増田大臣始め、関係大臣と連携・協力しつつ、責任を持って取り組んで

まいりたい。 

さらに、地域経済の建て直しのためには、農業の活性化も極めて重要な課題であ

る。製造業で培われたノウハウを農業に生かし、商品の高付加価値化やマーケティ

ング力を強化し、輸出拡大等に貢献するなど、農・商・工連携とも言うべき取組を

推進し、農林水産業を我が国の戦略産業として早急に確立することが必要である。

今後、地域経済建て直しの新プラン策定に向け、産業政策や中小企業政策、貿易

促進施策における当省の知見や経験を生かしつつ、農水省を中心とした検討に知恵
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を出して協力していきたい。 

社会保障制度と税制の改革については、給付と負担のオプションについて国民に

わかりやすい選択肢を検討するという方針には、勿論賛成である。国民生活のみな

らず、企業活動にも大きな影響を与えるものであるから、議論に積極的に参画して

いきたい。 

（大田議員）  有識者議員から提案があった地域建て直しの新プランについて、ここに

書かれた基本的な視点や新たな仕組みを基に、地域再生担当大臣である増田議員に

お願いすることになると思う。基本的な考え方をどこかの時点で諮問会議に御報告

いただき、議論したいと思うが、よろしいか。 

（増田議員） 結構です。 

（大田議員） いつごろがよいか。 

（増田議員） 早急に作業に取りかかる。おそらく 11 月下旬までにはまとめなければ

いけない。その過程で、大田議員と相談して報告の機会を持ちたい。 

（大田議員） では、11 月の初めぐらいに御報告いただき、議論をさせていただきたい。 

（増田議員） 御意見をいただき、まとめに入るということで考えている。 

（大田議員） よろしくお願いする。 

その際、２点。地域経済建て直しを大きな柱に据えたが、ここで言う地域とは、

地理的な意味の小さい地域ではなく、都市と地方の連携とか、ある一定地域の面的

な広がりを持った概念ととらえていただければ、ありがたい。 

それから、先ほど増田議員もおっしゃったが、政府与党のこれまでの地域活性化

について検討されたプランを踏まえ、それを更に発展させ、異なる角度で再編して

いくという視点を入れていただきたい。 

（増田議員） これは、政府・与党一体となることが大変大事だろうと思うので、そち

らの方ともよく連絡をとってやりたい。 

（大田議員） それから、この有識者議員提出資料で、地域活性化新プラン以外に柱と

なるべき主な項目として、中小企業の生産性改革、農業・農地改革、公共投資改革、

地域力再生機構の創設とある。これはそれぞれ担当大臣をお招きして、この場で議

論を深めていきたい。地域力再生機構は私が担当している。中小企業の生産性改革

は甘利議員に御報告いただくということになるので、よろしくお願いする。 

（丹羽議員） 中小企業の活性化とか再生のときに１つ留意しなければいけない。事業

所の総数から言うと、従業員 30 人以下のところが 42％、100 人以下のところだと

70％になる。中小企業といっても、本当に中小企業、零細企業が多いので、その辺

を頭に入れた対策を打っていく必要がある。 

（伊藤議員） 農業の話が何人かの方から出たが、農業のワーキンググループをつくっ

て検討している。まず、国内農業の競争力の強化。これは勿論一番重要な点であり、

そのためには生産性の向上が重要で、効率的な生産を行えるような政策的な誘導が

非常に重要である。この辺はコンセンサスがある。これに向けた農政の転換という

のは既に始まっており、その動きを加速することが重要である。 

その中で、１つは所有から利用への転換を図り、規模の経済を生かした農業を推

進することが重要である。ただし、先ほど話があったように、小規模農家について

も安心して暮らせるような手当が必要であるというのは全くそのとおりだが、小規

模農家といっても、非常にいろいろな小規模農家の種類がある。これは、米をつく

っている小規模農家、野菜をつくっている小規模農家、畜産、いろいろ状況が違い、

周辺土地の状況も違う。必要な政策は、それぞれのニーズに応えるものを考えてい

くということが重要である。必ずしも小規模だから所得が低いということはない。
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したがって、農業政策というものと農村政策というものを少し分けて考える必要

があるのではないか。小規模農家というひとくくりにしてしまうというのは非常に

危険であり、ニーズに応えるきめの細やかな政策をつくることが非常に重要である。

それから、丹羽議員の病院、医師不足の話であるが、今から学生を育てるのも時

間がかかる。一つのアイデアだが、いわゆるスーパー看護師、アメリカで言うナー

ス・プラクティショナーという職種がある。これは看護師に専門性を持たせるとい

うことで、例えば放射線科の看護師、あるいは産科の看護師という形で、専門性を

持たせる。もう少しトレーニングが要るわけだが、それで医者がやっている部分の

ある部分をスーパー看護師が担っていく。これはアメリカに既にある制度で、これ

を導入することによって医師の負担を多少軽減することができる。是非、御検討い

ただきたい。 

最後にもう一点、ＥＰＡの加速、経済連携について。これによって国内の産業が

日本の国内にとどまって輸出ができるようなことを是非加速していただく。これは

甘利議員にかねて御尽力いただいているが、ＥＰＡの加速を是非御検討いただきた

い。 

（増田議員） 伊藤議員の発言の関連であるが、１点だけ言わせていただきたい。県内

での地方対策をやるときもいつもそうなのだが、いわゆる都市住民の理解がないと

絶対成功しない。地方と都市の共生の考え方がないと絶対うまくいかないというこ

とが１つ。だから、その理念をきちっと押さえてやりたい。 

今の農業の関係でも、確かに小規模農家はそれぞれの対応が分かれているし、非

常に小規模農家の方が別に農業外収入で確実な年金収入等があるところも多いの

で、具体策はきめ細かくやる。但し、農業についても、いわゆる小規模な農家の人

たちの理解がないと絶対うまくいかない。大きな地方対策については都市住民の理

解がないとうまくいかない。ここをポイントとして、押さえていく必要がある。 

あと、今、私が考えている地方対策のイメージは、平成 19 年度が大分、秋まで

過ぎているが、それにしても、19 年度内に緊急に実施すべき施策をモデル的に組み

立てることが１つ。予算を、今、各省に照会してかき集めている。同時に、来年度

予算編成を踏まえた 20 年度以降の本格的施策という二本立てで、今、考えている。

その骨格を 11 月の初めにでもお示ししたい。 

（丹羽議員） 小規模農家は必ずしも貧しいとは限らず、果物や野菜など、クオリティ

ーの高いものをきちっと作っているところが多い。大量生産で競争する大農と、小

規模農家でクオリティーで競争する農家があるので、その辺は対策をきちっと分け

て考えていく必要がある。 

（御手洗議員） その関連で言うと、私の出身のところの農業を長年見ているが、農業

といっても、一言でくくるべきではないと思う。例えば千枚田のように、治水のた

めにどうしても守らなければならないカテゴリーがある。後継者がいなくて放置さ

れている農地をどうするかという問題もある。生産性が上げられる農家や都会地で

宅地転売を待っているために残っている農家もある。このようにきちんと農業を分

類して、おのおのの対策を立てていくことが実効ある対策に結び付くと思う。 

伊藤議員の話と重なるが、国民生活の安定や地域の活性化のためには、当然、今

後とも日本経済の成長力を強化して、経済全体のパイを拡大していかなければなら

ないことはいうまでもない。急速な少子高齢化とグローバル化に直面する我々にと

って、ＥＰＡの締結を通じて世界経済の成長を取り込んでいくことが最も重要な課

題の一つである。ところが、実際にはＡＳＥＡＮとのＥＰＡで他のアジアの諸国に

遅れを取っている。また、ＥＵや米国とはいまだに交渉のスタートラインにさえも
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ついていないのが現状である。 

したがって、このところ少し加速度がついているが、そのモメンタムを落とさな

いように、是非、政府一体となってＥＰＡ交渉を進めていただきたい。 

（町村議員） アメリカとのＥＰＡについて、どう考えるか。 

（御手洗議員） 隣国とのアメリカ市場における競争という観点もあると思う。 

（丹羽議員） 時間はかかると思う。 

（御手洗議員） アメリカは、すぐには乗ってこないと思う。しかし、アメリカは一国

としては最大の市場であり、日本と他の国とのアメリカ市場における競争という立

場からも、少し考えるべきである。 

（伊藤議員） 韓国とアメリカのＥＰＡの内容をよく見ていただくと、この程度はでき

るのではないかという気がする。 

（丹羽議員） 国内農業との関係から非常に難しいという考えが農業関係者には非常に

多い。だから、かなり時間はかかると思う。 

（町村議員） 韓国は米を除外しているし、問題は農業ばかりではない。 

（御手洗議員） 難しい課題が多く、相当時間はかかることはわかっている。 

（額賀議員） 地域経済の建て直しについて、福田議長のスローガンである「自立と共

生」という哲学、考え方に基づいて、都市・地方がお互いに助け合っていくことが

大事。八代議員から、ばらまきはいけないという話があったが、これが原点だと思

うし、その上で私は３つの視点を考えたい。 

１つ目は、地方の地域的な視点。都会から発想するのではなく、地域住民の立場、

一人一人の立場と関連付けていく。そういう発想が必要である。２つ目は、自立的

な地域の活力をつくる、自ら創意工夫をする、ということ。上から押しつけてはい

けない。３つ目は、自立的にやっていくといっても、それは財政力がなければでき

ない。一過性の対策ではなく、財政力や人材、雇用、そういうものが継続的にでき

るようにしていくためには、地方間の税収偏在、財政を考えなければいけない。対

症療法的にいいアイデアが出たから、中央からどんどん支援をするという形がいい

のか。とりあえず法人二税の偏在などについて配分の見直しをしていくなど、考え

ていく必要があるのではないか。 

新しい資本やノウハウを注入して、産業興しをする必要がある。スーパーや大手

資本が郊外に出て行くというやり方は、本当に成功したのかどうか。むしろ、商店

街の真ん中で地元資本と共同して色々なアイデアを立て、旧来の文化や地域性を活

かしながらやっていくことを考える必要があるのではないのか。雇用やお年寄りの

安全な生活にもつながる。そういう視点を是非考えていただきたい。 

社会保障と財源について。2009 年度までに基礎年金の国庫負担を２分の１に押し

上げることは法律で決まっており、早急に消費税も含めた形で議論をしていく必要

がある。これは与党の会議・協議や、政府・与党で、しっかりと考えていく必要が

ある。この諮問会議でも一定の基本方針を出していただければありがたい。そうい

う中で、全体の税体系の在り方についても、政府税調でも議論を始めたところであ

る。大局的な視点に立って、短期的にやらなければならないこと、中長期的に経済

変動に余り左右されずに安定した財源をどうつくっていくかということを考えて

いかなければならない。 

歳出改革について。2011 年度にプライマリーバランスの黒字化を達成するために

は、きちんと歳出・歳入一体改革を断行していく。そういう姿勢を揺るがしてはい

けない。それを基本にして、来年度の予算編成をしていく必要があるということを

是非皆さん方にも御理解をいただきたい。 
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（大田議員） 民間議員から提案のあった、地域経済、社会保障と税、歳出改革の３つ

を中心に議論していくということでよろしいか。この中には勿論、農業が含まれる。

EＰＡについては、専門調査会でも御議論いただいているので、それを御報告いた

だき、また諮問会議で議論したい。増田議員、甘利議員には、プランの作成をお願

いし、関連大臣をお呼びしての審議もやっていきたい。地方で行う諮問会議につい

ては、なるべく早く御相談をさせていただきたい。 

（福田議長） 今、お話のあった地域経済の建て直しは、日本全体を考えた経済政策の

１つの大きな課題だと思っているので、増田議員と大田議員が連携を取って、地域

の実情に即した実効あるプランを年内につくっていただきたい。時間がないが、よ

ろしくお願いする。 

社会保障と税の問題は、国民の皆さんにも一緒に考えていただき、理解いただか

なければいけない。そういう問題であるので、わかりやすい選択肢を示していただ

き、どこに問題があるのか、そして、どうすればいいのかということを国民の目線

で議論していただきたい。 

これからの人口減少等の内外の環境変化を考えると、安定した経済成長と歳出改

革をともに進めていくことになる。日本の経済発展の新しいフロンティアを一体ど

こに求めていくのか、これは大きな問題だと思う。日本の経済成長戦略を議論して、

お考えいただきたい。 

また同時に、ぬくもりのある政策を、大小分けて、大の方はやるけれども、小の

方はしないというのではなく、小の方も対策を考えていく。そういう丁寧に政策を

考えていただくと同時に、歳出改革を断固として進めるという強いメッセージを発

していただきたい。非常に難しい、矛盾するような部分もあるが、よろしくお願い

したい。 

（大田議員） 記者発表では私が発言者名をふせて、意見の御紹介をする。閣僚の御発

言で、閣僚としてのお立場でおっしゃったことは閣僚名を申し上げることがあるが、

基本的に発言者名はふせる。これはマーケットに影響を与える議題もあるからであ

る。 

３日以内に発言者の確認をいただいた上で、発言者名を明記した議事要旨を公表

することとしている。それまでの間は、御自分の発言を除いては、対外的に発言の

中身を言及しないように、よろしくお願いする。 

（以 上） 
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