
 
平成 19年第 25回 議事録 

 

 1 

 

 

 

 

（開催要領） 

1．開催日時：2007年 11月 1日(木) 18:00～19:37 

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 

       臨時議員  若 林  正 俊      農林水産大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

（１）地域経済の建て直しについて 

１）農地改革について 

２）地域経済の建て直しの新プランについて 

（２）マクロ経済運営について 

（３）「事業の仕分け」について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 農地政策の展開方向（若林臨時議員提出資料） 

○ 日本の農業に夢と希望を（有識者議員提出資料） 

○ 地域経済建て直しに向けて（有識者議員提出資料） 

○ 地域経済の建て直しについて（額賀議員提出資料） 

○ マクロ経済状況について（内閣府提出資料） 

○ 福井議員提出資料 

○ 21世紀型の政府機能の構築に向けて（有識者議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19年第 25回） 
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（配布資料） 

○ 農地政策の展開方向（参考資料）（若林臨時議員提出資料） 

○ 日本の農業に夢と希望を（参考資料）（有識者議員提出資料） 

○ 経済・物価情勢の展望（福井議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○ 議事の紹介 

 

（大田議員） ただいまから、今年 25回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   町村議員は、国会の関係で遅れて到着する予定です。 

今日の議題は、農地改革、地域経済の建て直しの新プランについて、マクロ経

済運営、事業の仕分けについて御審議いただきます。 

まず農地改革について、今日は若林臨時議員にお越しいただいております。あ

りがとうございます。では、よろしくお願いします。 

 

○ 地域経済の建て直しについて １）農地改革について 

（若林臨時議員） 農業の構造改革の進め方につきましては、「骨太 2007」において、

農地を含めた農業改革の全体像と工程表について、農林水産省は経済財政諮問会

議で議論を行い、平成 19年秋までにとりまとめ、改革を順次具体化すると決めら

れております。 

   そこで私が農地政策改革につきまして請け負っておりますので、今後の展開方

向について御説明をしたいと思います。資料はお手元に配られております３枚の

資料でございます。この資料に沿って御説明をしたいと思います。改めて申し上

げるまでもありませんけれども、農地は活用することにより農産物を生み出し、

また活用の仕方次第で経営者の所得を大きくも小さくもするという点において、

国民の食料供給のための基礎的な生産要素であるとともに、農業経営にとっても

重要な経営基盤であります。中長期的に世界の食料需給の逼迫が見込まれ、また

国内では耕作放棄地が増大するといった状況の中で、農地に関する政策を総合的

に見直すに当たっては、まず農地は農業資源として有効に利用されなければなら

ないという理念を明確にしておく必要がある。その上で現場の実態を踏まえなが

ら、改革を実行していくことが基本であると考えております。 

   資料の１ページ目「農地政策改革の基本方向」下の方をご覧いただきたいと思

います。農地についての基礎データをお示ししております。 

   今、農地政策の見直しが求められている背景を幾つかをピックアップしており

ます。まず、耕地面積に関してですが、食料の安定的な供給を確保するためには、

農地の確保が不可欠であることは言うまでもありません。我が国の耕地面積は昭

和 36年の 609万ヘクタールをピークにして、年々減尐をしてまいりました。平成

18年には 467万ヘクタールまで減尐してきているのが現状でございます。その一
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方で、耕作放棄地は増加傾向にありまして、優良農地の確保とその有効利用が急

務でございます。次は、我が国の農地の特色は、御承知のとおり、日本は諸外国

に比べて１戸当たりの経営耕地面積が極端に零細であり、そればかりではなく保

有農地も実は分散状態にございます。今日お配りしている資料の中の５ページに

あるのですが、これは省略いたしまして、具体的な数値事例として申し上げます

と、滋賀県で 100 ヘクタール規模の大規模経営が実現しているが、その法人につ

いて見てみますと、経営農地は 500 筆に及んでおります。法人の事務所から最も

遠い田んぼは、６キロも離れているというのが実態になっております。担い手に

この農地利用を集積していくということでございます。一般的に農地面積の割合

も低く、経営資源の活用などでコスト低減等の効果が発揮しかねる状態にあるわ

けでございます。諸外国と比べて国土が狭いというハンデを負っているわけで、

国内の経営資源としても、農地を最大限効率的に活用するための条件整備が必要

でありまして、農地を面的にまとまった形で集積して効率の高い農業経営が水田

農業として行われることが必要になってまいります。 

   ２ページをご覧いただきたいと思います。こういうような中で、５本の柱で改

革を進めたいと整理をいたしております。 

   まず１つ目の柱ですが、農地情報のデータベース化でございます。これから農

地政策を見直す場合に、また各般の政策を推進していく際に、農地に関する所有・

利用状況等の情報を一元的に把握した上で、それを十分に活用していくことが重

要でございます。そのため、農地にかかる各種情報を地図の上に一元化して、こ

の農地情報図を関係機関共通のデータベースとして整備をし、お互いにこれを活

用できるようにする。そして、新規参入などに必要な情報については、全国どこ

からでもアクセスできるような体制を整備する必要があるというのが第 1 でござ

います。 

   ２つ目の柱は、耕作放棄地の解消でございます。これについては、本年６月に

策定された「骨太の方針 2007」で、５年後を目途として農業上重要な地域を中心

に解消するということが目標とされておりますが、これに具体的な道筋を付けて

達成したいと考えております。耕作放棄の現状は地域、地帯ごとにさまざまでご

ざいます。戦後の食料難時代に無理をして開墾された山間の狭小な農地のように、

とても耕作に復帰するのが難しいというようなものから、平野部の中でたまたま

耕作を引き受ける担い手がいないなどのことから、利用されないまま荒地状態に

なっているものまである。したがって、その対応方策も画一的ではなく、地域の

実情に応じたものでなければなりません。そのため、現状を的確に把握した上で、

状況に応じたきめ細やかな解消方策を策定し、解消につなげていくということで

ございます。 

   ３つ目の柱は、優良農地の確保対策の充実強化でございます。今後、国内にお

いて農地の拡張、農地の造成が見込めないという状況の中で、生産力の高い優良

農地の維持・確保の重要性は、ますます高まってきております。具体的には、農

振農用地区域からの除外は厳格化していかなければいけないと思っております。
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また、現行制度において転用の許可が不要になっている都道府県などが設置する

病院、学校などの公共転用についても、やはり許可の対象とするなどの措置が必

要だと考えております。 

   ４つ目の柱は、農地の面的集積の促進方策でございます。今後、国内農業にお

いて、規模拡大によるコスト低減などによる体質強化を図るためには、経営感覚

が優れた担い手に、優良農地を面としてまとまった形で集積していくことが不可

欠であります。具体的には現場への働きかけにより、農地を集め、面としてまと

まった形で再配分する仕組みを設ける。農地の集積にはきめ細やかな調整が必要

であることから、市町村段階で積極的に展開する。その際、民間の発想や競争原

理を可能な限り活かしていく一方で、面的集積を進めるには当事者の意思に任せ

ていたのでは限界がありますので、一定の政策的関与が必要であるということを

念頭において、制度設計をしていきたいと思っております。 

   最後に５つ目の柱、農地について利用優位の考え方に立った政策の展開でござ

います。具体的には先ほど申し上げましたけれども、農地は農業資源として有効

に利用されなければならないという基本理念の下で、所有権と利用権の規制を切

り離して、利用権についての規制を見直すことにより農業経営に意欲のある者な

どの参入を促していく。一般企業への農地の賃貸の促進についても、この見直し

の中で整理することとしたいと思います。また、担い手の選択肢を拡大する観点

から、長期の賃貸借が可能となるように措置をするという方針であります。 

   ３ページ目をご覧ください。このような改革をどう進めていくかを整理した工

程表でございます。農業の構造改革は、現場に根づくまでに時間がかかるから、

一刻も早くスタートさせることが求められていると思います。同時に農地政策に

ついては、その見直しが広範で複雑なものとならざるを得ないので、具体的な実

施に向けた準備も時間がかかってまいります。ここでは、農地情報の共有化、耕

作放棄地対策の促進、優良農地の確保、農地の面的集積の促進、農地の権利移動

規制の見直し等と分けまして、平成 19年度から 20年度、21年度、22年度と、そ

れぞれ作業工程を経て、実施をしていくと考えております。こうした観点から、

この５本の柱の改革のうちで、情報のデータベース化や耕作放棄地の対策の促進

は、今後、一連の政策改革を実行するためには、最も基礎的な条件整備となりま

すので、これは早急に取りかかることとして、全体としては平成 20年度中、遅く

とも平成 21年度中には新たな仕組みがスタートできるように、法制上の措置を急

いでいかなければいけないと考えております。先ほども申し上げましたけれども、

耕作放棄地については５年後を目途に解消するということが目標とはっきりさせ

ておきたいと思います。 

   この農地政策についての見直しに当たっては、農林水産行政を担当する私が責

任をもって、関係方面との調整も含め、足腰の強い農業を実現すべく改革の内容

の具体化、実行に取り組んでいく方針でございます。また、この資料にはござい

ませんけれども、政府の最重要課題の一つである地域の活性化については、農林

水産省では、現場の生の声を聞きながら、それらを踏まえた対策を検討いたして
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おります。やはり農林漁業、特に農業が地域の主要な生産産業であるところにつ

きましては、どうしてもその地域としての環境整備をしていく必要がございます。   

今、増田議員とも相談をいたしておりますが、関係府省と連携した対策の構築に

積極的に取り組んでまいりたいと思いますので、これらに対して経済財政諮問会

議から御支援、後押しを是非お願い申し上げたいと思います。 

   私の説明は、以上でございます。 

（大田議員） ありがとうございました。 

   では、有識者議員からお願いいたします。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパー「日本の農業に夢と希望を」、横長の「日本の農業に

夢と希望を（参考資料）」の両方を使って説明をさせていただきたいと思います。 

   ペーパーにありますように、我が国の農業を再生して、夢と希望のある産業に

するためにはどういうことが必要かを考えてみました。一番重要なのは、農地を

経営資源として考えるということです。そのためには、農業への新規参入を一層

促進することで利用を促進していくということが重要であると考えています。そ

の際に、消費者のニーズ、国内外の市場情報等を経営の基本に据えるということ

が求められていると考えます。さらに、農業といってもいろいろな農業があり、

米などの土地利用型農業に対する対策と、野菜、果樹等の高付加価値の農業とい

う場では恐らく施策も相当違ってくると考えております。米などの土地利用型農

業においては大規模化によるコスト削減が必須であると考えております。以上を

踏まえた上で、尐し具体的な改革の方向について考えていきたいと思っておりま

す。 

   初めに稲作農家の実態について考えてみました。参考資料の表紙をめくって「類

型別にみた農家の現状」ということであります。左側が稲作ですが、その中の内

訳、0.5ha未満の稲作農家について考えてみました。この小規模農家の場合には、

実は農業所得は７万円の赤字ということになっております。全体で見ますと農業

所得が 42万円あるが、これは小規模農家がたくさんあるために非常に低いように

見えます。勤労者世帯の収入平均が大体 615万円とすると、この勤労者世帯の 615

万円を超えるのが大体３ha ぐらいの農家になっています。それから、1,000 万円

を超えるのが大体 15haの農家となっていますので、いかに大規模化することによ

って収入を増やしていくことができるかがわかると思います。ところが、小規模

農家といっても、農業だけではなくて、農外収入、それから、年金等収入があり

ます。そこの内訳「うち 0.5ha未満＜59万戸＞」というところを縦に見ていただ

きますとわかりますように、農外収入、年金等収入で、実は 500 万円の総所得が

ある。さらに平均貯蓄額を見てみますと、約 2,900 万円の平均貯蓄額がある。し

たがいまして、稲作の小規模農家という場合、農業所得はマイナスだけれども、

これだけの所得と資産があるということがわかると思います。さらに、その下を

見ていただきますと、家族農業年間労働時間ということで、１人当たりの農業労

働時間は１週当たり５時間であるが、右側にあります施設野菜、酪農の方は週当

たり 35時間以上働いているわけで、農業所得も施設野菜で 375万円、酪農で 753
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万円である。こちらの方の農家に対する施策と稲作の農家では全く違ってくると

いうことがこれでおわかりいただけると思います。したがって、稲作については、

とにかく面的集積を進めて大規模化するということが非常に重要であると考えて

おります。 

したがって、この対策強化が重要になってくるわけです。このためには、まず、

これまで農林水産省が取り組んできた米政策改革、あるいは担い手への支援集中

の継続・強化が極めて重要であると考えており、この改革の逆戻りはすべきでは

ないと考えております。これに加えて「基本方針 2007」において我々がまとめま

した施策を着実に実施して、農地利用の集約化、規模拡大に向けて「所有から利

用へ」の観点から抜本的な農地改革に取り組むことが重要であると考えておりま

す。 

先ほど御説明がありました農地改革案につきましては、我々が本年５月に提案

しました内容をおおむね踏まえていただいたものと評価しております。さらに、

この改革が効果を発揮するために、２ページ目の次の点について御検討いただき

たいと考えております。 

「①ユーザーが使いやすい農地情報ネットワークを構築する」。これが重要であ

る。農地情報が民間主導で提供され、民間の発想も活かした貸借のマッチングが

なされる仕組みとすることが重要であると考えております。つまり、農地情報が

集約化されたとしても、それが活かされないということではせっかく集めたもの

が死んでしまうということです。是非、民間の発想を活かしたものにしていただ

きたい。それで、情報ネットワークの利用状況などを定期的に公表していただき

たいと考えております。 

「②多様な賃貸借を推進する」。多様な主体が原則として同一条件で競争して、

農業経営に参画できるように、一番条件の良いところに利用していただくという

ことで、農地の貸借権を見直す必要があると考えています。遅くとも平成 21年度

中に「ｉ）多様な法人の農業参入に向けた仕組みの見直し」、それから「ii）農業

生産法人の要件緩和」を実現すべきであると我々は考えております。 

「③５年程度を目途に耕作放棄地ゼロを目指す」。これは、方向は全く一緒であ

ります。このためには耕作放棄地対策の進捗状況を毎年フォローアップすること

が重要であり、また、耕作放棄の原因を所有者の実情に即して検証することが必

要であると考えております。参考資料の２ページ目で耕作放棄地の実態を調べて

みました。実は非常に大きな部分が、土地持ち非農家が耕作放棄地になっている。

したがって、農業そのものを放棄して、恐らく都会に出ているというような形で

はないかと思う。そういうことが実態としてあるので、この土地持ち非農家への

対策と、それ以外、実際的に副業的な農家が耕作放棄地にしている場合では対策

も違ってくるのではないかと考えております。さらに、農業経営基盤強化促進法

では、耕作放棄地に対して市町村長による勧告、都道府県知事の調停・裁定によ

る利用権の設定、あるいは利用計画を届け出なかった場合の過料等の仕組みが設

けられているのですが、これが十分に活かされているようには思えない。したが
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って、ここを是非法律を履行するということを働きかけていただきたいと考えて

おります。 

「④『所有から利用へ』の観点から農地税制を見直す」。こういうことをしてい

ただきたいと考えております。現在の規定では、相続税の納税猶予は農地を貸し

付けた場合には打ち切られるということになっております。したがって、「所有か

ら利用へ」ということで賃貸借を大幅に拡大するということを打ち出しているが、

納税猶予を受けている農家は貸出しをするインセンティブを持たないということ

になる。貸し付けた先で農地として利用されるには、ある一定条件の下で納税猶

予を継続できるような税制上の取扱いを検討すべきであると我々は考えておりま

す。 

以上、申し上げた点について、今後、詳細な制度設計や予算編成などにおいて、

是非、御検討いただきたいと考えております。 

以上です。 

（大田議員） それでは、自由な意見交換を行いたいと思います。 

   まず、丹羽議員お願いします。 

（丹羽議員） 今、若林臨時議員からの御発言で、基本方針は私もいいと思いますが、

いくつかお願いをしておきたい。 

農地の所有から利用を促すかぎというのは、地域や農業形態に即した賃貸借の

促進にあるわけですが、貸借のマッチングが速やかになされるように、しかもユ

ーザーが使いやすいという制度にしないと、結局、いろいろな制度は今までもあ

りますけれども、使いにくく実際にはなかなか利用されていない。情報ネットワ

ークを早急に構築していただきたい。 

２つ目は、農業の国際競争力強化ということから、法人経営を促して、経営の

多角化、資本の充実を図る必要があるわけですが、その観点から、農業生産法人

の要件緩和を具体的に公表して、できるだけ早く実現すべきであると思う。我々

も農業に入ろうというときにいろいろな規制がありまして、なかなか生産法人に

許可されないという部分があると思うので、この辺は是非、規制緩和をお願いし

たい。 

それから、国際競争力をつけるという面では、特にエネルギーコストが大変に

上がってきており、石油の値段が上がっておりますが、現在、直売所や、御存じ

かどうかわかりませんが、道の駅というものが最近あり、農産物の新たな流通形

態が誕生しております。地域、特に四国とか北海道などで非常に活発に行われて

いますが、消費者ニーズの把握、あるいは流通の果たす役割は非常に大きい。食

料供給コストに占める割合も、生鮮品で 35％とか、加工食品で４割という流通の

コストがかかっております。生産だけではなくて流通部門の改革にもそういう面

で是非取り組んでいただきたい。 

それから、国際競争力をつけるという面でいきますと、農地だけではなくて、

まだまだ改革すべきことがたくさんあり、農業協同組合、農業委員会の役割を、

やはり 21世紀のあるべき姿ということで、この視点からレビューをしていただく
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必要があるのではないか。 

もう一つは、今日のテーマではありませんけれども、林業というものの改革が

かなり遅れております。特に山林がかなり荒廃しております。地主が不明で、な

かなか改革しようとしても山に入れないという問題が地方には結構出ておりまし

て、緑資源機構同様、この林業の部分というのは伏魔殿とも言われるようになっ

ており、次回は是非、若林臨時議員にはこの点の改革レビューをお願いしたいと

思います。 

それから、本日提示がありました農地改革の新たな取組については、実施後の

しかるべき時期において、施策の効果についてしっかり検証としていただきたい。

特にＰＤＣＡサイクルを着実に実施することが、この制度の推進に必要だと思い

ますので、制度は作ったけれども、どれだけ利用されているかというレビューを

やはり続けていく必要があるかと思います。 

もう一つは、今日の新聞に、公民館など公的な施設の農地への建設については

国による許可制に変更するという報道がございましたが、現在、地方分権改革推

進委員会へは地方自治体から農地転用について強い要望があった。１つは農林水

産大臣許可権の都道府県知事への委譲。これは４ha以上の農地です。２つ目は都

道府県知事許可について、農林水産大臣の協議の廃止。これは２ha～４ha以下の

農地です。これらの審議を進めているところでありまして、公共転用について何

らかの対応が必要ということは理解できるが、そこで公共転用を規制する手段と

して、この地方分権改革の推進の方向に沿う形で、是非検討をいただけないか。

地方分権改革推進委員会としても相談させていただければありがたいと思います

ので、この点は、やや今日の農地改革とは外れておりますが、今後、早急に御相

談させていただく必要があるかと思います。 

（若林臨時議員） ちょっといいですか。 

（大田議員） 若林臨時議員、後でまとめて、お話をいただけますか。 

（福田議長） 今の点でね。 

（大田議員） それでは、今の点でお願いします。 

（若林臨時議員） いや、まとめてやりましょう。余りにも多くの問題を丹羽議員が

おっしゃられまして、これをこの場で議論するとすれば１回や２回では済まない

のではないかと思う。かなり基本的にやりますからね。 

（大田議員） 今日は農地に絞りたいと思います。 

（若林臨時議員） 例えば農地転用の許可の規制改革会議における方向について、そ

れをどうだというのは長い議論をしてきた経過があり、そして、今、私が申し上

げたように、ここまで減尐してきた農地、特に優良農地についてはしっかり守っ

ていかなければ農地がどんどんなくなってしまうという意味で危機感を強めてお

りまして、むしろ強化の方向で検討することも農地制度について申し上げたので

す。これはかなり重要なことですから、それを規制改革会議の方向で、自治体が、

特に都道府県が転用する場合は、今、許可権者であるという理由で許可不要にな

ってしまっている。 
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これが、実は農村地域においてもかなり乱暴な転用をし、そのことが周りから

見て県がやっているなら自分の方もやらせろというような話が連鎖を呼んでおり

まして、大変問題になっている。そういう実態を一つひとつ、今、他にもいろい

ろお話がありましたけれども、そういうことまでおっしゃるのであれば、もう尐

し、しっかり時間を取って、中身についてしっかり議論をさせていただきたい。

一つひとつ申し上げればいろいろあるのです。 

（伊藤議員） 30分と伺ったものですから、私も簡単に申し上げたのです。 

（丹羽議員） 相談をして、検討させていただきたいということでありまして、新聞

に一方的に出てしまったので、ちょっと申し上げたわけです。 

（若林臨時議員） それから、そのことを相談する、経済財政諮問会議で議論するの

であれば、私は今日は臨時議員で来ていますが、私のいるところできっちりやっ

ていただきたいと思います。 

（大田議員） 今日は農林水産省がお出しになった農地改革案について議論をしてい

きたいと思いますので、それに関連する御意見をお願いします。 

   それでは、八代議員、お願いします。 

（八代議員） 今、伊藤議員の方から発言がありましたように、やはり担い手農家へ

の支援の集中など、これまでの農業改革を決して逆戻りさせるべきではないこと

が、やはり何より重要ではないかと思います。 

また、これまで耕作放棄地に対していろいろな政策が議論されているわけです

けれども、そもそも、耕作放棄ということ自体が農地法の精神に違反ではないか。

つまり、耕作者が自ら耕作することを条件に農地を所有するということが農地法

の基本ですから、その意味でも、耕作放棄に対する罰則が重要である。これまで

既に一定の条件の下で耕作放棄をしている者に対して過料を徴収するという制度

があるが、これが現実にはなかなか実施されていない。こういう罰則面の弱さと

いうこと、それから、農地に対する税制上の優遇措置、固定資産税評価額の存在

等が耕作放棄地を温存するインセンティブになっていないかという観点もある。

耕作放棄地対策という中では、是非こういう観点からも御検討いただければと思

います。 

農村における人口高齢化が今後、急速に進展するわけですから、農地利用の流

動化促進というのは先送りできない課題であります。是非、意欲と経営資源を持

った経営主体が参入することで農業の生産性向上や競争力向上を進めていくとい

うことをよろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員） ほかにはいかがでしょうか。 

甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） 農地の規模が欧米に比べて 30分の１、100分の１であるので、できる

だけ対抗できるように規模拡大していく。これは非常に大事なことなので、一生

懸命やっていただきたい。会社で言いますと、大企業化して行うわけですけれど

も、企業の世界では、大企業だけが勝っているかというと、中小企業も勝ってい

るのです。中小企業は商品の差別化とか、市場が求めるニッチマーケットに対し
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て、そこに適切にマーケティング戦略で売り込んでくる。だから、日本の農業政

策というのは農地政策も大事ですが、それに加えて経営戦略を、企業経営という

視点で見てみるとどうなるかという経営戦略を盛り込んでいくということが大事

かと思うのです。 

マーケティング戦略、あるいはブランド戦略など、市場がどういうものを求め

ているか。世界に向けて見れば、ニッチ市場でも、世界のニッチは大きいですか

ら、高いけれども安全だということの定着をさせたようなものを売り込んでいく

とか、高いけれども、おいしくて見栄えが良いものを求めるニーズはどのくらい

あるかとか、そういう市場に向けた企業経営的な経営戦略を農業経営に持ち込む

とどうなるか。 

農協には、営農指導員みたいな人はいるでしょうけれども、経営指導員は多分

いない。この農業を中小企業だとしたら、この経営をどうしていくか。どういう

ものを市場に売り込んでいくかなど、経営的な感覚で指導をするということが必

要。ＩＴ化によって安全性を消費者に見えるようにどうしていくかとか、そうい

う各種戦略を乗せていくことが必要。規模拡大だけではやはり 100 倍にしなけれ

ば勝てないわけです。今の規模の５倍、６倍でも 30倍、100倍のところと闘って

いかなければいけないわけですから、そのためには拡大プラス経営的な戦略、ど

ういう商品を開拓して、どういう商品を売り込んでいくかという売り込み戦略な

どそういうところを縦糸、横糸で組ませると元気になるのではないかと思うので

す。 

（大田議員） どうぞ。 

（若林臨時議員） そのことについて一言だけ、甘利議員がおっしゃったのは、もっ

ともだと思います。そこで、農業、農業といったときに、農業とは何だという点

は、初めに概念を明確にした上で議論しないと、議論が混戦してしまうと思うの

です。 

   甘利議員がおっしゃられたような、例えば果物でありますとか、あるいは野菜、

花きや、それから畜産にもそういうのがありますけれども、そういう土地をあま

り利用しないでやれる農業というのは進んでおり、まさにマーケットを対象にし

て生産は拡大してきているわけです。 

   そして、それらについては専業的農業者あるいは法人も含め、大体供給量の７

割ないし９割はそういう人たちが供給してしまっているわけです。それができて

いないのが、実は水田の稲作です。水田の稲作について言えば、そういう農業者

あるいは法人が提供している供給量というのは、３割ぐらいに留まっているわけ

です。あとは、土地利用型農業について言いますと、米は今言ったような形でマ

ーケティングも必要である。有機米などいろいろやっていますが、大宗は、やは

りお米の生産というのは、規模を拡大して能率を上げて、効率の良い経営をやる

方向しか、私はないと思っておりますので、麦や大豆などもそうですが、土地利

用型農業については、やはり規模拡大を指向して、それをどうやって進めていく

かということにもっていかなければいけないと思います。 
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   なので、土地利用型農業とその他の農業と尐し区分けして議論をしていただき

たいと思います。 

（甘利議員） 私が農林水産省の取組を評価しているのは、例えば松岡大臣の時代の

世界中の寿司屋さんの認定。公がしようとしたので問題になりましたけれども、

きちんとした食材を使っているところは、ミシュランの３つ星マークではないけ

れども、世界中に認定していく。これは民間がやればいいと思うのです。これを

生産と結び付けることは、極めて良い戦略だと私は農林水産省の戦略は評価した

のです。これを官がやるから反発が来たので、うまくやれば世界中に寿司屋はブ

ームでいっぱいあるので、そこに本物の食材を供給できるのは、米にしろ、野菜

にしろ、日本ではないか。安全でおいしい最高品質のもの、そういう消費と生産

を戦略的に結び付けるという農林水産省の戦略は非常に良い取組だと私は思う。 

（大田議員）  増田議員、どうぞ。 

（増田議員） さっきの転用のところが尐し気になったので、公共団体で病院、学校

等、転用する場合に、何か土地利用がうまくいっていないようなお話、多分実例

はお持ちなので、ちょっと後で教えていただきたいが、私の経験ですと、首長は、

両方の農政を推進する立場とそういった施設を整備する立場と、両方見ています

ので、相当中で議論してお互い農政部局とも話をしながらやっているということ

なので、実例だけ後でいろいろと。 

（増田議員） この場では、もう時間がありませんから。 

（大田議員）  若林臨時議員、民間議員から幾つか提案がなされておりますが、農地

改革案につき更にどういう点を検討すべきかについて、最後にお願いします。 

（若林臨時議員） まず、面的集積システムを成功させるために、一つの農地情報と

いうネットワークを構築する。民間主導でこれが提供されて、すべての新規参入

者が希望に即して利用できるようにすべきではないかというお話は、もっともだ

と思っております。 

   まず、市町村段階の世話役の部分について言えば、こういう組織や人について

言えば、土地の権利調整を行うという性格から、地権者などからも信頼が得られ

なければ、預けてもらえないのです。そういう意味では、地域の人から信頼され

ることが必要でありまして、ある特定のものに限定したり、既存の仕組みの中で

特定の者を排除したりではなくて、その地域で、その役割を果たせるものが的確、

適切に選定されるようにしていかなければならないと思っております。 

   そして、全国情報をデータベース化したときの全国情報の提供者でありますけ

れども、情報提供の主体については、公募するなど、民間の発想や運営を積極的

に取り入れてやっていきたい。既存のある団体を念頭に置いているわけではあり

ません。公募をして、そこが情報提供者として、システム的にきちんと運営でき

るかどうかということをきちんとしていきたいと思っておりまして、公募を検討

していきたいと思っております。 

   それから、株式会社も含む、法人による農地の取得の問題ですけれども、所有

と利用はしっかりと仕分けをして、所有権については厳しく規制をしていく。今、
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農業生産法人などに限定されておりますけれども、所有権は厳しく規制をします

が、貸借、利用権については、思い切ってこれを緩和する。そういう全体の緩和

の中で、株式会社を含む企業の参入についても、その中で検討していきたいと思

っております。 

   このことについて、非常にエキセントリックに取り上げられると、いたずらに

感情的な反発を受けてしまう嫌いがあるのです。ですから、今、言った賃貸借に

ついては、これが有効に利用するような人たちには、思い切って緩和をしていく

中で、今の点を取り上げて結論を得るようにしたいと思っております。 

   それから、耕作放棄地は５年を目途に解消することとしているが、今の制度が

動いていないということは御指摘のとおりでございます。動かないには、動かな

いなりのいろいろな地域社会の状況があるわけですけれども、ただ、こういう耕

作放棄地に対して耕作を促していく、勧奨していくシステムを作りましたが、基

準が明確に示されなかったということが、私はあると思うのです。 

   これをしっかり動かすためには、これらの発動基準というようなものをガイド

ラインのような形で具体的に明らかにするなどをして、これが働くようにしっか

りと検討しなければいけないと思っております。 

   それから、税制ですけれども、御提案がございましたことは、是非ともそうい

う視点で御検討をいただきたいと思っております。 

   あと、丹羽議員が出された問題は、ちょっと一言、二言で申し上げにくいもの

ですから、場を変えて尐し御議論をいただきたいと思います。 

（丹羽議員） 私どもも本当に、非常に長期間にわたって、農林水産省とこの問題を

話し合ってきていますが、どんと新聞に出てしまったので、えっという感じで申

し上げました。 

（大田議員）  何かまだ議論したい点はありますし、甘利議員のさっきの問題提起も

議論したいのですが、時間が押しておりますので、今日は若林臨時議員も民間議

員の提案を更に受け止めていただけるということでしたので、順次具体化のお願

いをしたいと思います。 

   今日の議論で、これまでの改革を逆戻りさせずに、先に進めていく、攻めの農

業に向けて進めていく点では意見の一致を見たと思います。 

   議長からお願いします。 

（福田議長） 農業問題は、経済財政諮問会議でも随分前から取り上げているのです。

しかし、客観情勢の方がどんどん変わってくるのです。例えば耕作地の放棄とい

ったようなこともそうですし、またＦＴＡが入ってきますと、それに影響を受け

る。そういう外的な状況変化が早いということを前提に、何とか着実に改革を、

尐しスピードアップできないかなと思うのです。 

   これは、農林水産省も与党も真剣に議論をしておりますけれども、皆さん心配

しているところでございますので、ひとつ農林水産省の方でもよろしくお願いし

たいと思っております。 

（大田議員）  どうぞ。 
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（町村議員） 品目横断的経営安定対策の状況はいかがですか 

（若林臨時議員） これは、組立原則をいささかでも緩めますと、瓦解してしまいま

すよ。いろいろな例外的な措置や、更にもっときめ細かな例外が必要ではないか

とか、そういう対応は、私が実は本部長になりまして、農政改革３対策の緊急対

策本部を立ち上げていまして、そこで各地の意見も全部聞いて、今、整理してい

ます。やはり基本は、先ほど来、各有識者の方からもお話がありますけれども、

土地利用型の水田農業については、規模拡大を進める以外に道はないわけです。

そのためには、小規模農家などをどのような形で集落営農に巻き込んでいくか。

小規模農業者について、ある集約的な部分に特化するように指導するなど、それ

らの措置は講じながらも、この品目横断的経営安定対策の基本はいささかも揺る

がしてはならないと思います。 

   これは、農政の中で 30 年来あるいは 40 年来かけて、ここまでようやくたどり

着いたと言っては言い過ぎですけれども、ここまでようやく踏み切って具体化し

た政策ですから、これは是非、揺らぐことなくやっていかなければならないと思

っております。 

（大田議員）  どうもありがとうございました。若林臨時議員は、ここで退室されま

す。 

 

（若林臨時議員退室） 

 

○ 地域経済の建て直しについて ２）地域経済の建て直しの新プランについて 

（大田議員）  地域経済の建て直しのプランに関し、今、地域活性化統合本部で政府

を挙げて地域再生の総合戦略をつくっております。この総合戦略は、生活基盤、

地域コミュニティーの再生あるいは、今、若林臨時議員からお話のあった農林水

産業など幅広いものを含みますが、この中で経済の建て直しに直結する新プラン

の部分につきましては、経済財政諮問会議で議論をしております。今日は、その

考え方とか手法について民間議員から提案が出されておりますので、よろしくお

願いいたします。 

（八代議員） では「地方経済建て直しに向けて」という民間議員ペーパーを御説明

させていただきます。 

   地方経済の建て直しのためには、個々の地域の抱えている問題点を明らかにし

た上で、財政の注入ではなくて、それぞれの地域の特徴を活かした持続的な発展

を可能とする環境整備を進めていくことが不可欠であろうかと思います。 

   今、疲弊している地域の課題について、雇用改善の弱い８道県を例に抱える課

題を見ますと、以下のような共通の特徴が指摘できます。こうした厳しい制約の

中にある地域の実情を念頭に置いて、地域の活力を最大限に引き出すためには、

何よりも地域の自由裁量度を拡大しつつ、効果的な取組を行うことが大事だと思

います。 

   共通の特徴点といたしましては、第１に急速な人口減尐と老年人口割合の増大
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があるということ。下に数値が載ってございますが、沖縄を除く７道県の将来人

口は、その他の地域を大きく上回って減尐しております。第２に、産業の衰退と

雇用機会の縮小ということ。公共投資が減尐する中で、製造業の比率が小さく、

県内総生産の成長率も低いということ。また、雇用機会が乏しく、有効求人倍率

の改善度合いも小さいということ。第３に、財政力が弱く、財政状況も悪化して

いるということであります。 

   こうした地域に対する対応の基本的方向でありますが、国の政策を総動員して、

この数年間で一挙に取り組むことが重要であろうかと思います。地域活性化統合

本部、地方分権改革推進委員会、経済財政諮問会議等が連携しながら以下の問題

に集中的に取り組む必要があるのではないかと思います。①地域の実情に応じた

地域経済の再生、②生活基盤の整備、③地方財政の健全化、地方法人税等を中心

とした税源偏在の是正、④権限と責任と財源を組み合わせて自治体に移譲する地

方分権、⑤将来の道州制に結び付くようなブロックごとの広域経済圏・広域行政

圏の仕組みの構築というようなことが基本的な方向かと思われます。 

   「３．地域経済建て直しの新プランについて」ということですが、ここでは特

に上記の「①地域の実情に応じた地域経済の再生」に対応する新プランを提案さ

せていただきたいと思います。この新プランは、国民生活などを対象とすると非

常に幅広くなりますので、経済再生に直結する、確実に経済効果が得られるもの

に限定したいということであります。そのためには財源が必要となりますが、そ

れは義務教育等の義務的な経費を除き、各省の裁量的な補助金の一定割合、例え

ば５％程度を削減したり、あるいは各省の関連補助金を機能別にまとめる等の仕

組みを導入したらどうだろうかということであります。例えば国土交通省のまち

づくり交付金のように、都市の再生という共通目的で、ハード、ソフト両方に対

して使うことができる交付金がある。これは非常に評判が良いわけであります。

そういう交付金の仕組みを省庁、部局の壁を越えて行うということであります。

歳出増に依存せずに、まずは現行の財源を弾力的に適用する。しかも一定期間に

集中的に実施するということが重要であります。 

   ３ページ「（１）新プランで克服すべき現行施策の問題点」ということでありま

す。まず、補助金や交付金が省庁別縦割りで地域にとって使い道に制約が多い。

勿論、地方再生助成金というような良い制度もありますが、これは余りにも規模

が小さい。まず、この規模を大きくしていく必要があるのではないか。全国一律

の要件制定を行っている補助金や交付金が多いほか、金額が小粒で年度の壁があ

る場合が多い。これを是非克服する必要がある。地域が自らのニーズに応じて活

性化プランをつくり、それに応じて国の施策を活用する仕組みが小さいというこ

と。また、何よりも専門知識を持つ民間人の参加を求める声が強く、これを充実

させる必要があります。それから、プラン実施後の経済貢献効果についての点検

を十分に行うということが大事であります。 

   こういう問題点を克服する新プランへの提案でありますが、第１に、今、コン

ペ方式による提案の選定と、成果主義の導入。国が決めた画一的なメニューでは
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なく、地方の提案をコンペ方式で出していただき、第三者がそれを選定する。経

済活性化に関して検証可能な目標数値を設定し、その達成状況を第三者がチェッ

クするような方法が取れないだろうかということであります。 

   第２に、先にも申し上げましたが、省庁横断的で自由度の高い仕組みにする必

要があるということで、選定されたプロジェクトに対しては、省庁横断的、使途

の自由度の拡大、複数年度対応の新しい助成の仕組みが導入できないだろうかと

いうことであります。 

   第３に大事なのが、民間人を中心とする企画・実施体制。専門知識と意欲のあ

る民間の経営人材を確保することが不可欠であります。民間人と地元の経済界あ

るいは地方自治体がともに働き、これに国の各省担当者が参加するようなチーム

がプランを企画する。プランの策定後も民間人が引き続き継続的に実施を推進し、

責任を持つ体制を構築できないだろうか。そのためには、現在の補助金とか交付

金では、経営人材となる民間人などの人件費に直接使えるものが尐ないわけであ

ります。勿論、委託経費や謝金など、そういうものがあるわけですが、謝金では

学者ぐらいしか雇えない。そうではなくて、本当の経営人材というのは、やはり

きちんとした財源がないと活用できないのではないかということであります。 

   第４に地域活性化を担う推進体制についてであります。まちづくり会社や地域

の組織（ＮＰＯ等）など、地域活性化を担う組織は今、財政基盤や公的権能が非

常に脆弱で、有能な人材を有給で一定期間採用するということが困難であるので、

財政基盤を強化するとともに、こういう組織に一定の公的地位を付与するという

ことができないだろうか。これは、まちづくりの策定プランにＮＰＯ等が直接参

画できるような体制をつくれないか、ということであります。 

   第５に、地域建て直しの成功事例の創出に的を絞るということ。全国一律ばら

まきを排し、新たな経済拠点として再建する意義が大きい地域に絞る。この場合、

特に地域経済が厳しい地域を優先してはどうかということで、海外の事例として

は、シティ・チャレンジ制度や、ＢＩＤという地区組織がございます。 

   以上をまとめますと、１番目に地方の経済活性化が確実に達成されるよう、補

助金の使い方などに新しい仕組みを導入する。これが何より大事でございます。

２番目に、貴重な財源のばらまきを避け、選択と集中で対象地域を選んで成功事

例をつくるということ。３番目には、歳出増に依存しないことということの３点

が大事ではないかと考えます。 

   以上です。 

（大田議員） ありがとうございました。額賀議員からも資料が出されておりますの

で、お願いします。 

（額賀議員） お手元にあります「地域経済の建て直しについて」説明する。これは、

民間議員ペーパーで雇用改善の弱い８道県に対して、税収の回復が悪い、財政状

況が悪化している分析がなされているわけでありますが、この件については、確

かに相対的に厳しい財政状況であるということがわかります。提出資料について、

都道府県全体の地方税と地方交付税の合計額については、直近の地方税収のボト
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ムの年である 2003年度（決算）と、2007年度（予算）で比較すると、14％増加し

ているわけでございます。しかしながら、個別団体を見ると、民間ペーパーで指

摘されている８道県は、５％程度の増加にとどまっている。不交付団体である東

京都と愛知県は 31％の増加となっている。一般財源の増加率で見ても、大きな地

域間格差があるということがよくわかる。こうしたことから経済状況が悪く財政

力が弱い地域においても地域活性化のために必要な自主財源を十分確保していか

なければならないということがおわかりいただけるのではないかと思っておりま

す。ですから、そこの格差をどういうふうにしていくかということが大きな課題

であるということです。 

（大田議員）  それでは、自由討議に入ります。では、御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） 先ほど出しました民間ペーパーについて補完的な話をしたいと思い

ます。今回提案したプランは、地方自らが地域を経営できるように、国の支援の

在り方を地域主導、民間主導に、より大きく変えてほしいというものであります。

地域の活性化には、何といっても地域の人口が増えることが第一であるといって

も過言ではないと思います。現にペーパーにありますように、人口の減尐が疲弊

の大きな原因になっているということは明らかであります。 

   そのために、何といっても雇用の創出をすることが一番重要だと思います。平

凡ではありますけれども、その最も有効な手段の一つが企業立地であると思いま

す。アメリカの例を見ましても、例えばシアトルにはボーイングがあり、コネテ

ィカットにはＧＥがあり、デトロイトにはＧＭがあり、シンシナティーやプロク

ター・アンド・ギャンブルがあるわけです。このように各州ごとに核となる企業

が展開して、多くの産業が集積する経済圏を形成して人口を食い止めている。日

本でも考えてみれば、尐し前まで企業城下町というような風土があったわけです。 

東京への一極集中を緩和して、地方経済の活性化を牽引するには、何といって

も官民が一体となって活力に満ちた地域経済圏を生み出すことが必要で、その際、

地方自治体がそれぞれの強みを生かした独自の地方自治体の経営手腕を発揮でき

るようにしなければならないと思います。地域によっては、これは実例なのです

が、県が、企業立地に見合った投資をして、積極的に事業環境の整備に取り組み、

多くの企業が進出して、その結果、数百もの関連産業が集積して、それで雇用を

生み出しているところもあります。その結果、県が立地環境整備に向けた投資の

何倍もの地方税の創出につながり、財政収支が黒字に転じている例もあります。 

   このように、地方の活性化に向けて、貴重な地方財源をばらまきに使うのでは

なく、投資効率を十分に意識しながら効果的な施策を実施すべきであると思って

おります。その際に、地方自治体が許認可などの行政サービスについては、勿論

１つの窓口でスピーディーに対応するということも非常に重要であります。 

   このように、地域と企業が連携することによって、地域の経済や社会の活力を

取り戻す好循環を生み出すわけでありますが、そのことがこれからの日本には不

可欠だと思いますし、特にグローバル化が進展する中では産業の集積や大学のネ

ットワーク、そのために不可欠な人材やインフラを備えた広域のブロック単位の
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発想がないと、本当の意味の地域の自立と競争力を高めることはできないと思い

ます。 

   以上です。 

（大田議員） それでは、丹羽議員、お願いします。 

（丹羽議員） 私も、北海道から九州まで、各自治体の関係者と話をしていましても、

まちづくり交付金など、以前に比べて使い勝手の良いものがかなり出てきている

ようですが、まだまだこの補助金、交付金の省庁の壁が高いという声が非常に多

い。地域が一元的に使うのが難しい状況にあると言われております。 

   縦割りの各省の補助金を、住民の立場に立って使いやすいものにすべきだとい

うのは、民間議員ペーパーにも出ておりますけれども、これも言うは易くなかな

か実行は難しいわけであります。１つの手段として、各省の枠の一元的な活用と

いうのは、地域活性化統合本部で調整するようなことも一つ御検討いただく。そ

うしないと、いろいろ昔から言われてきているのだけれども、なかなか省庁の壁

を、かつ金額が小粒で年度の壁があるわけでありますが、実効がなかなか上がら

ないということがありますので、その辺をひとつ御検討いただきたいと思います。 

（大田議員） 伊藤議員、お願いします。 

（伊藤議員） この新プランも、やはり財政再建と両立したものでなければならない

と思います。いわゆるばらまきにならないように、選択と集中で対象地域、ある

いは対象プロジェクトを選んで、経済活性化に、確実な経済効果を得られるもの

に限定すべきであると思います。我々も経済財政諮問会議でも地方会議というの

を始めまして、地方に行っていろいろ学んでおりますので、その成果については

またそのうち御紹介したいと思います。 

（大田議員） 増田議員、お願いします。 

（増田議員） 民間議員ペーパーで、いろいろ御指摘いただいている点について、ほ

ぼ同様の問題意識を持っているところも多い。次回の会議にこうした考え方を受

けたプランニングを提案したいと考えております。特に省庁横断的といったよう

なことや、民間人を中心とする企画、実施体制、このようなところを大いに取り

入れたプランにしたいと思っております。 

制度的に見ますと、地域に行きますと複数年度についていろいろ御要望が出て

いますし、できるだけの工夫をしたいと思っておりますが、こうしたことについ

ては会計法上の単年度主義という原則がかなり厳然とあるので、相当知恵を出さ

ないと難しいところがある。この中でできるだけ工夫していく。幾つか今お話あ

った中で、制度的にも難しい点がありますけれども、最低限の工夫をしたい。 

経済拠点として、再建する意義が大きい地域に絞る。特に地域経済が厳しい地

域優先という考え方でやっておりますが、ばらまきという概念が、どういうこと

を意味しているかよく考えないといけないと思っております。一般的なばらまき

はいけないと思っているのですが、地理的に県内のどこか１か所に絞るというこ

とではなくて、それぞれの地域のコミュニティーがあって、そこに本当に社会的

にも意味のある、弱者のための足の確保や、そこでコミュニティーを活かすこと
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によって、防災から、防犯から、財政規律を乱さない、単価の安い形でいろいろ

機能を果たしていくように、活性化させるといったような意味合いもあると思う

ので、この集落ですとか、コミュニティー存続のための考え方もそこに盛り込ん

でいかなければいけない。 

いずれにしても、次回そういったことも含めてプランニングを出したいと思っ

ております。 

（大田議員） それでは、甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） 月末の地方再生総合戦略とりまとめに向けて、積極的に協力をしてい

きます。経済産業省としても、地域、中小企業の活性化は最重要課題の一つと認

識しておりまして、そのため先月初めに、地方経済再生に関する大臣特命プロジ

ェクトチームというものを設置いたしました。私自身の陣頭指揮の下で、施策パ

ッケージをとりまとめるべく、現在検討を進めております。 

   今後の経済財政諮問会議において、増田議員から地方再生総合戦略の基本的方

向性等が示されるものと承知しているが、私からもその場において、中小企業の

生産性向上を進めるための施策パッケージ、農業と商工業等との連携による地域

活性化に関する施策パッケージについて、検討状況を御報告申し上げたいと思っ

ております。 

（大田議員） それでは、一言お願いします。 

（八代議員） 増田議員がおっしゃった会計法上の問題点は非常に難しいと思います

が、仮に全国一律でやるといろいろな危険性があるとすれば、例えば予算特区の

ような形で、特定の地域に限定して試してみるということも御検討してはいかが

でしょうかという意見です。 

（大田議員） どうぞ。 

（町村議員） 一言よろしいですか。新プラン大変工夫をしておられると思うのです

が、方法論について、民間主導でやるとか、コンペ方式とか、省庁横断などとあ

るが、具体的イメージが湧きづらい。今、企業立地とか、中小企業活性化とか、

私たちはそういう頭でしか物事を考えられなくなっているのかもしれませんが、

具体的なイメージ、農業と商業のコンビネーションなど、これが新プランですと

言って出されても、なるほど、よし皆がやろうという気分になる具体性なイメー

ジが沸かない。方法論がこうだというだけで、では具体的にどうするのか考えた

ときに、詰まってしまうのではないでしょうか。これはみんな自分の頭で考える

べし、という問題提起はわかるのですが、これで新プランですと言われると。 

（大田議員） これは増田議員が作成されるので、民間議員からは方法論についての

御提案だということ。 

（御手洗議員） 町村議員がおっしゃるとおりです。やりたいのです。でも、先ほど

農林水産大臣が言ったように、とてもこの時間ではできないのです。だから、是

非時間を取って、別なところでもいいから、地域活性化に向けた具体的な議論を

徹底的にやるべきだと、これは税法も絡みますし、財源も絡みますし、経済のス

ケールを考えるわけです。 
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   例えばある県が財政的に余裕があり、その隣の県が財源事情が厳しい場合であ

っても、県単位を基本とした今の仕組みでは、その財源を他の県の事業に活かす

ことはできない。隣の県の開発に使えないわけです。だけれども、ある県が努力

した結果、税収が増えたとしても、交付税をその分減らされるだけであって、県

内で有効な投資に回すこともできない。こうした問題は、県を越えた広域経済圏

を構築し、地域の自主性を高めることで、かなり解決できるわけです。だから、

極端に言うと罰則的なのです。そういうところから直していかなければならない

のです。 

（増田議員） 先ほど甘利議員がおっしゃった、農商工連携のような話は、具体的な

プランニングとしては、例えば地元の農と大学の畜産学部と合体して、こういう

ことを提案できているとか、いろいろ具体的なプロジェクトの候補があるわけで

す。そういうものをきちんと合わせてきちんとお示しして、今は８道県プロジェ

クトとしてそういったことが動き始めました。それをきちんとお示しした上で、

そういったものをそれぞれの地域で、こういう手法で、こういうツールを使って

お考えいただく、これを合わせて示さないと、おっしゃるとおりプランニングに

はならないと思います。 

（大田議員） 増田プランを待ち切れずに、民間議員が方法論を提案されている。 

（増田議員） 今、各地域を歩いて収集しております。 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、次回、今日の議論も踏まえまし

て、増田議員から経済活力の建て直しのプランをお願いしたいと思います。 

   議長から、何かございますか。 

（福田議長） 結構です。 

 

○ マクロ経済運営について 

（大田議員） それでは、続きまして、マクロ経済運営についての議論に入ります。

海外経済の問題や原油価格など、いろいろ不透明な要因がある中で、政府と日銀

がマクロ経済の正確な認識を共有することが極めて重要であるので、経済財政諮

問会議でも時々マクロ経済運営の議論をしております。特に日銀から展望レポー

トが出されたときには、経済財政諮問会議でも議論をするようにしております。

というわけで、今日は最初に内閣府から簡単にマクロ経済状況を御説明いただき、

続いて、福井議員から御説明いただきたいと思います。 

（齋藤内閣府政策統括官） 「マクロ経済状況について」という資料がございますの

で、これに基づきましてポイントだけ御説明をいたします。 

   １枚目。左側に生産の図がございます。私ども景気の基調判断といたしまして

は、引き続き回復基調にあると考えていますが、生産は、そうした判断に際して

非常に重要な指標になるのでございます。お示ししていますように、生産は 2007

年に入って一時横ばいとなっておりましたけれども、このところ持ち直してきて

おりまして、2002年以降の増加トレンドに引き続き乗っております。この背景に

ありますのは、右側にありますように、輸出が緩やかながら増加を続けていると
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いうことでございます。アジア向けが堅調であることに加えまして、アメリカ向

けも持ち直してきておりました。さらに、ここに示しておりませんけれども、Ｉ

Ｔ関連生産財の在庫調整がほぼ終了しつつあるということも大きな要因になって

いると思っています。 

   そうした中、右下にもありますように、企業収益は改善を続けております。前

年同期比で見ますと、これまでのところ 20四半期連続の増益を続けている状況で

ございます。 

   ２枚目。今申し上げましたように、企業部門は非常に好調でございますけれど

も、これに比較しまして家計部門への波及が尐し遅いという感じを持っておりま

す。左側に消費の図がございますけれども、ＧＤＰの６割を占める個人消費の動

向は非常に重要でございます。上の折れ線で示されておりますように、消費総合

指数を見ますと、このところ横ばいとなっております。この背景にありますのは、

下にありますように、所得環境を示します雇用者所得がほぼ横ばいになっている

ということが考えられます。内訳を見ますと、雇用者数は増加しておりますけれ

ども、賃金が非常に弱い動きをしているというのが現状でございまして、今後の

家計部門の動向につきましては、賃金の動向がカギを握っていると考えておりま

す。 

   先行きにつきましては、右側の棒グラフのところに、内閣府が本年８月に公表

いたしました平成 19 年度と平成 20 年度の実質成長率の数字をお示ししてござい

ます。平成 18年度の 2.1％の後、平成 19年度は 2.1％、平成 20年度は 2.2％と推

移すると見ていたものでございます。 

   その後、これを公表しましてから、４－６月期のＧＤＰ速報やそれ以外のさま

ざまな指標が発表になりました。その中には、改正建築基準法の施行に伴って大

幅に下落している新設住宅着工戸数等の指標も含まれております。折れ線で示し

てありますのは、そうした情報を盛り込み、民間機関が 10月初めまでに公表した

予測でございます。これを見ますと、平成 19年度につきましては、内閣府試算に

比べて相対的に低い予測が出ております。 

   先行きについては、企業部門の好調さが持続しまして、これが家計部門へと波

及していき、その結果、民間需要中心の経済成長は持続するということを期待し

ておりますけれども、他方で足元では原油価格の高騰がございます。また、アメ

リカ経済の動向、特にサブプライム問題の影響などが、内外経済にどういう影響

を与えるかについては、注意深く見ていく必要があると考えています。 

   こうしたことを踏まえまして、今年度の実績見込み、来年度の経済見通しにつ

いては、年末に向かって作業を行っていきたいと考えております。 

   以上でございます。 

（大田議員） それでは、福井議員、お願いいたします。 

（福井議員） 今、政府から御説明がありました資料の２ページ目は開けたまま置い

ておいていただきたいのですが、説明の都合上非常にいい資料でございます。日

本銀行の資料の青い表紙を付けました「展望レポート」は、もし御時間がありま



 
平成 19年第 25回 議事録 

 

 21 

すときに中身をご覧いただければということで、御参考までにお配りしておりま

す。 

   そのエッセンスを説明資料にまとめた縦長の紙でございます。「『展望レポート』

（2007年 10月）の概要」というページの真ん中の数字が並んでおりますところを

ご覧いただきたいと思います。日本銀行は、展望レポートを、10月と４月の年に

２回出しています。ちょうど昨日、10月末の政策決定会合で、新しい展望レポー

トを出したということでございます。 

今回は、2007年度と 2008年度の経済を展望しております。明年４月になります

と、2008年度、2009年度の展望をするということでローリングをしていくわけで

ございます。今回の展望レポートの中に占めました日本銀行の経済と物価の見通

しでございますが、数字的な表現で簡単にイメージをくみ取っていただきますと、

この真ん中の数字、政策委員会のメンバーの大勢見通しは、勿論、幅があります

けれども、このひし形の括弧の中に入っております数字が中央値でございます。

実質ＧＤＰについては、2007年度、2008年度とありまして、2007年度が実質 1.8％

成長、明年度は 2.1％成長となっております。右端の消費者物価指数の伸び率でご

ざいますけれども、2007年度は 0.0、要するにゼロインフレ。明年度の 2008年度

は＋0.4、０％半ばという予測になっております。 

実は、半年前の４月に同じような作業をして 2007年度、2008年度の展望を出し

ました。そのときとの比較を申し上げますと、まず実質ＧＤＰの数字であります

けれども、2007年度は 1.8とあるが、４月の時点では 2.1という予測でございま

した。それから、2008 年度の 2.1 は４月のときも 2.1。つまり実質ＧＤＰについ

ては、2007年度の予測が、４月の時点に比べて尐し下ぶれている状況であります。 

右端の消費者物価指数については、４月のときは 2007年度は＋0.1でありまし

たのを今回は 0.0にいたしております。明年度につきましては、４月のときは 0.5

でございましたが、今回＋0.4というふうに、微妙に数字を調整いたしております。

その中身として、経済の循環メカニズムから見て、生産、所得、支出の好循環の

前向きのメカニズムが着実に維持されていく。息の長い拡大を続けていくという

基本的な判断に変わりはございません。物価につきましても、非常に緩やかに物

価の基調は強まっていく。ただし、目先インフレのリスクはおよそ感じさせない、

極めて安定した物価の状況が続いていく。 

したがいまして、これが望ましいシナリオかどうかという点からいたしますと、

2002年の初めから既に 5年を経過した、非常に長い景気の回復拡大局面が、更に

この先も続いていく、可能性としてはその先も更に息の長い成長パスにつなげて

いくという展望の下で、我々としてはこういうシナリオを実現していくことが望

ましいと評価をいたしております。 

そして、2007年度、実質ＧＤＰを 2.1から 1.8に下方修正しているが、その多

くは建築基準法の改正に伴って、今、建物の構築が急速に減速しております。こ

れは、今年度のＧＤＰにはかなり明確に響きますものですから、数字の下方修正

のかなりの部分はそれだと思っていただいて結構であります。うまくいけば、翌
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年度にそれを取り返していくと期待しているということでございます。それだけ

かということになりますと、あと幾ばくか、先ほど政府から御説明がありました

とおり、企業部門の好調さ、つまり企業が生み出した所得が家計部門に還元され

ていくペースが、これはもともと緩やかだと見ておりましたけれども、気持ちの

上で更に緩やかになっている。このような動きが、尐なくとも今年度前半につい

ては見られた。政府のグラフに示されているとおりであります。そのことも幾ば

くかここに反映しております。 

ただ、この先につきましては、持続的な成長の過程で、いわゆる需給ギャップ

は徐々にタイトな方向に動いてまいりますので、賃金につきましても、上昇の圧

力は尐しずつ強まっていく。そして企業所得が好調である限り、配当所得の好調

も続くであろうというふうに、家計部門への所得の還元ルートは多様なルートを

通じて、着実に経済を最低限支えるという力は示していくであろうという想定に

立っております。 

消費者物価指数について 0.1 ずつ下方修正しておりますけれども、これはいず

れも賃金への企業部門からの還元の力が尐し弱いということを基本的にはバック

グランドにしている。勿論エネルギー価格の変動その他、技術的な要因をいろい

ろ勘案していますけれども、全部そうした要因を排除して一番ベーシックなとこ

ろを眺めれば、やはり家計部門への所得還元の勢いがほんの尐し弱いということ

を幾ばくか反映していると思います。しかし、方向として緩やかにＣＰＩは今後

はプラス基調を続け、かつ実際の上昇幅も徐々に上がっていくという展望を置い

ております。 

それに対するリスク要因でありますけれども、比較的短期で目の前に見えてい

るのは、大田議員がおっしゃいましたとおり、米国の住宅市場の調整、それと絡

んだサブプライムモーゲージローンを出発点とした金融市場の調整。この動きが

米国経済及びその他の世界経済にどれぐらい下押し圧力を及ぼすかという点がダ

ウンサイドリスクでございます。ただ、今回の我々の予測は、1つには、世界経済

は、この前のＧ７でも確認されましたとおり、米国経済の調整があっても、その

かなりの部分はエマージング諸国の成長で吸収し得る。したがって、Ｇ７のとき

にＩＭＦから新しい経済見通しが出ましたとおり、世界経済全体としてはＩＭＦ

の計算のベースで、年率５％弱の成長を続けるだろうという予測が、ほぼ我々の

予測の前提にもなっております。 

金融面の混乱について。基本的には今まで恵まれ過ぎた環境の中でリスク評価

が甘かった部分のリスク再評価のプロセスについては、損失の処理を伴いますか

ら、ある程度苦痛を伴うプロセスで、かつ時間もかかると思いますが、これは言

わば将来、経済と金融環境とが、よりバランスの取れた姿に復帰していくプロセ

スと我々は思っておりまして、そのプロセスをオーダリーに進めていく役割も中

央銀行に課されていると思っております。 

そういう点から見まして、かつ日本の金融システムの場合、サブプライムロー

ンをきっかけとする金融混乱の影響は、極めて限定的にしか受けていないし、今
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後も受けないであろうという想定に立ったものでございます。 

更にダウンサイドリスクという点に尐し重きを置いて考えるとすれば、そうは

言ってもという部分がございます。米国の経済が予想以上に下ぶれる、したがっ

て、世界経済の見通しもＩＭＦの見通しよりも更に下ぶれるリスク、また金融面

の混乱が今の時点で予測されている以上に厳しい、一般企業金融の面でのタイト

ニング効果がより厳しく出る場合については、本当のダウンサイドリスクになっ

てくると思います。そこは注意深く見ていかなければいけないということであり

ます。 

その一方で、非常に長い目で見て、経済の実態よりも低過ぎる金利を据え置い

た場合には、やはり資源配分が本来望ましい方向に行くべきものが違った方向に

行って、先行きの経済の振幅を大きくしてしまうリスク、これは依然として同じ

程度に存在していると思っています。サブプライムローンの問題をきっかけに、

世界の金融市場で今、調整が起こっているということ自身が、やはりこれまでの

世界的な金融緩和環境の維持とは無関係ではないと言われているのがその一つの

証拠です。つい最近まで見られました円キャリートレードの深まりということも、

やはり金融緩和と無縁であったとは言えないことであります。そうしたことは、

今後またさまざま違った姿で出てくる可能性があるので、我々として、金融政策

の基本スタンスは変えていない。 

２枚目の一番下、矢印の下の四角のところですが、「中長期的な物価安定の理解」

に照らして、日本経済が物価安定のもとでの持続的な成長軌道を辿る蓋然性が高

いことを、これはもう毎回の政策会合で重ね重ね確認し、そしてその都度リスク

要因を点検しながら、経済・物価情勢の改善の度合いに応じたペースで、つまり

確信が持てればという意味でありますが、徐々に金利水準の調整を行うことにな

る。つまり更にゆっくりと金利調整、金利の引き上げを行っていくことが、せっ

かく５年以上続いた景気の回復拡大、更に私どもは 2008年度も続くと思っており

ますが、2009年度以降にパスを付けていくためにも、これは絶対に必要な作業だ

と思っております。 

日本銀行は、今、この世界的なリスク再評価のプロセス、金融市場で見られる

現象を、各国の中央銀行と協力しながらオーダリーに進めるという仕事と、それ

にばかりとらわれないで、経済・物価の実勢をよく見極めて、適切なタイミング

での金利の引き上げは必要だと考えております。 

以上でございます。 

（大田議員） ありがとうございます。すみません。議論の時間がもうないのですが、

一言だけお願います。 

（丹羽議員） 一言だけお聞きしたいのですけれども、住宅投資の影響は、やはりか

なり裾野が広く影響が出ていると思うのですが、既に皆さん御承知のとおりです

けれども、今回の 0.3％の下方修正というのは、10－12 月の住宅投資の影響はカ

ウントされて、この 1.8 というものが出されているのか、そこだけお聞きしたい

と思います。 
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（福井議員） 日本の場合、建築基準法のあれですね。 

（丹羽議員） はい。 

（福井議員） 建築基準法改正に伴う影響については、正確に 10－12月のすべてを織

り込んでいるかどうかわからないが、ごく短期的には足もとかなり急角度で落ち

ていることを織り込んでおります。 

（大田議員） 議長、お願いします。 

（福田議長） 最近、この数年間、一次産品、石油や、穀物も最近はそうですけれど

も、価格が急速の高騰している。もう一つは新興国の経済発展、など、大きな外

的変化がある。そういう中、日本の経済がこれからどういうふうな方向性をたど

るべきなのかといったような観点からの議論が必要ではないかと思うのです。 

   今日、石油産油国の政府の要人と会ったのだけれども、石油の値段が随分上が

っていると言ったら、そのようなこと言っても、ドルの価値が４割下がっている

と言うのです。そうすると、ドルのレートに一喜一憂している日本は一体どうな

るのか。日本の国力というのは本当にどうなっているのかという心配を持ったの

ですけれども、そういったマクロの観点から、日本の経済の在り方というものを

考えていただいてもいいのではないかという感じがいたしました。 

（大田議員） 恐らくマクロのマネーフローの観点だと思いますが、月例経済閣僚会

議でも工夫したいと思いますし、今、グローバル化専門調査会というところで、

金融・資本市場の改革も議論しておりますので、そのときにまた議長が提起され

た問題についても議論したいと思います。 

   あと一つ大事な議論が残っておりますので、民間議員からの御提案にとどまる

と思いますが、事業の仕分けというものを経済財政諮問会議で取組みたいという

提案ですので、もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。 

   それでは、お願いします。 

 

○ 「事業の仕分け」について 

（御手洗議員） それでは「21世紀型の政府機能の構築に向けて」について御説明さ

せていただきます。 

   前回の経済財政諮問会議におきまして、議長から予算の無駄を徹底して排除し

ていくということについても議論していただきたいという御指示をいただいてお

ります。予算の無駄を排除するということは、単に歳出削減をするということだ

けではなくて、制度の仕組みや政府機能の在り方の根本に立ち返り、国民にとっ

て真に必要な行政サービスを、最も効率的で効果的な仕組みや方法で提供するこ

とに他なりません。 

   その実現のためには、事業の仕分けが効果的です。事業そもそもの必要性を再

検証し、官と民、国と地方の役割を見直し、無駄を排除する仕組みであります。

こうした取組によって、市場化テストや独立行政法人改革、地方分権改革推進委

員会による地方分権改革など、現在、政府の各分野で行われております事業の仕

分けに関する改革努力を強く後押ししたいと考えております。 
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   まず、事業の仕分けに当たっての基本的な視点を提示したいと思います。３ペ

ージ目をご覧いただきたいと思います。 

第 1の視点は、「官が行う必要があるのか」ということであります。官が行う必

要性のない事業は思い切って廃止すべきです。また、たとえ需要があっても、必

ずしも官が担う必要のない事業は民営化すべきです。  

   第２の視点は、「官が行う必要があるもの」として残った事業について、更に検

討する視点です。まずは、地方ではなく「国が行う必要があるか」ということで

す。地方にゆだねることが可能な事業はすべて地方に任せるべきであります。 

   次に、国が行う必要があるものであっても、公務員自らが事業運営を実施する

必要があるかどうかということが重要です。例えば事業全体の運営を民間に委任

できるものについては、市場化テストを通じて最も効率的で効果的なサービスを

提供する方法を追求する。また、一部に民間を活用できるものについては、例え

ばＰＦＩやアウトソーシングで対応する。また、公的法人が実施すべきものにつ

いては、独立行政法人の業務とするといった考え方である。 

   最後に、こうした検討を経て、やはり公務員自らが実施しなければならないと

判断される事業であっても、行政評価や予算執行調査などを通じて、無駄なく、

最低コストで実施する必要があります。 

   こうした事業の仕分けの成果は、まず国・地方を通じて予算などの無駄の排除

に資するということであります。実際にカナダでは、95年度から 98年度にかけて、

こうした事業の仕分けに取り組みまして、93年度には財政収支のＧＤＰ比が8.7％

の赤字であったものが、98年度には 0.1％の黒字に改善されております。 

   また、国と地方の役割分担が明確になって、地方分権改革の最終目的である道

州制も含めて新たな政府機能を構築することにもつながっていくと思います。 

   ２ページ目に戻っていただきたいと思います。「今後の進め方」について御説明

いたします。現在、政府の各分野で行われている事業の仕分けに関する改革につ

いては、それぞれの担当の大臣などから、その進捗状況について経済財政諮問会

議に御報告をいただき、民間議員からは、仕分けの考え方などを提案し、審議し

てはいかがかと思います。更に経済財政諮問会議における審議を通じて、政府と

してしっかりした方向性を打ち出していただきたいと思います。具体的には、来

年春ごろを目途に中期的取組をプログラムとしてとりまとめてはどうかと考えま

す。 

（大田議員） ありがとうございます。この予算の無駄を徹底的に排除するという点

は、前回議長からも御指示がありました。経済財政諮問会議では、丹羽議員がや

っておられる地方分権改革推進委員会や、行政改革担当の渡辺大臣、あるいは規

制改革担当の岸田大臣などと、こういった関連機関と連携して改革の動きを推進

していく。そして来年、春ごろを目途に中期的な取組をプログラムとしてまとめ

る。それに当たっては、制度の仕組みや政府機能の在り方を根本にまで立ち返っ

て議論していくという御提案ですが、これはいかがでしょうか。 

（町村議員） 事業の仕分け改革担当大臣というのを決めるのですか。 
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（大田議員） これは横断的な課題であるので、担当大臣は決めずに、経済財政諮問

会議にいろいろな大臣においでいただいた際に、事業の仕分けという横軸を通し

て、この場で議論してはどうかと。民間議員から、仕分けに対しての考え方も御

提案いただいて、地方分権を議論するときは、地方の出先機関、渡辺大臣におい

でいただいたときは独立行政法人などについて、仕分けの考え方に基づき議論さ

れております。市場化テストは自分が担当大臣となっている。そういう形で並列

的に大臣がおりますので、屋上屋を重ねるのではなくて、この経済財政諮問会議

という場で横断的に軸を通して議論していってはどうかという御提案です。その

上で、ここで議論しながら、来年、春にプログラムをつくってはどうかというこ

とです。もし御異論がなければ、そのような方向で今後、議論を進めていきたい

と思います。 

（丹羽議員） 考え方を整理したという意味で、私も賛成です。 

（大田議員） 是非、民間議員にはまた仕分けの進め方も御知恵を出していただきた

いと思います。 

   それでは、議長からお願いします。 

（福田議長） 今の仕分けは、この内閣で無駄を極力省いて、ゼロ目標にということ

でございますので、そのぐらいの意気込みでやりたいと思っていますので、どう

ぞ御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員） それでは、無駄ゼロを目指して取組を開始させたいと思います。 

   今日は、長時間にわたりまして、ありがとうございました。これで経済財政諮

問会議を終わらせていただきます。 

 

（以 上） 


