
  

  

  

平成 19 年第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 

２．議 事 

（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） 

（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）
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（概要） 

○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） 農地を含めた農業改革の全体像と工程表については、「骨太 2007」

において、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

まとめて改革を順次具体化すると決められている。 

私が農地政策改革について請け負っているので、今後の展開方向について御説明

したい。改めて申し上げるまでもないが、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る。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。 

１ページ目「農地政策改革の基本方向」。農地についての基礎データをお示しし

てある。 

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いる。

まず、耕地面積。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ない。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、年々減少してきた。平成 18 年には 467 万ヘクタールまで減少して

きているのが現状である。その一方で、耕作放棄地は増加傾向にあって、優良農地

の確保とその有効利用が急務である。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１戸当たりの経営耕地面積が極端に零細であり、それだけでなく

保有農地も実は分散状態にある。今日お配りしている資料の５ページにあるが、こ

れは省略して、具体的な数値事例として申し上げると、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ると、経営農地は 500 筆に

及んでいる。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。担い手にこの農地利用を集積していく。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。諸外国と比べ

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、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。 

２ページ目。このような中、５本の柱で改革を進めたいと整理している。 

まず１つ目の柱、農地情報のデータベース化。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だ。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。 

２つ目の柱、耕作放棄地の解消。本年６月に策定された「骨太方針 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

いるが、これに具体的な道筋を付けて達成したい。耕作放棄の現状は地域、地帯ご

とにさまざまである。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
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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らない。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。 

３つ目の柱、優良農地の確保対策の充実強化。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いる。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。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許可の対象

とするなどの措置が必要だ。 

４つ目の柱、農地の面的集積の促進方策。今後、国内農業において、規模拡大に

よるコスト低減などで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だ。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生かしていく一方、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るので、一定の政策的関与

が必要であることを念頭において制度設計をしていきたい。 

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。具体的

には先ほど申し上げたが、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、所有権と利用権の規制を切り離し、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。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する方針

だ。 

３ページ目。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ある。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。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る。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て、平成 19 年度から 20 年度、21 年度、

22 年度と作業工程を経て実施をしていく。こうした観点から、この５本の柱の改革

のうち、情報のデータベース化や耕作放棄地対策の促進は、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であるので、これは早急に取りかかり、

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。先ほども申しあげたが、

耕作放棄地については５年後を目途に解消することが目標とはっきりさせておき

たい。 

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

を持って、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だ。また、この資料にはないが、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している。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いては、どうしてもその地域としての環境整備を

していく必要がある。今、増田議員とも相談しているが、関係府省と連携した対策
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の構築に積極的に取り組んでいくので、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する。 

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

を(参考資料)」の両方を使って説明する。 

我が国農業を再生し、夢と希望のある産業にするには、どういうことが必要か考

えた。一番重要なのは、農地を経営資源として考えることだ。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ことが重要だ。その際に、

消費者のニーズや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。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。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。以上を踏まえた上で、少し具体的な改革の方向について考えていきたい。

初めに稲作農家の実態について。参考資料の「類型別にみた農家の現状」左側が

稲作だが、その中の内訳、0.5ha 未満の稲作農家について考えた。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いる。全体では農業

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

見える。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、1,000 万円を超えるのが大体 15ha の農家

であるので、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、年金等収入がある。内訳「うち 0.5ha 未満＜59 万戸＞」というところを縦

に見るとわかるが、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

平均貯蓄額を見ると、約 2,900 万円の平均貯蓄額がある。つまり、稲作の小規模農

家という場合、農業所得はマイナスだが、これだけの所得と資産があることがわか

る。さらに、１人当たり農業労働時間は週当たり５時間であるが、右側の施設野菜、

酪農の方は週当たり 35 時間以上、農業所得も施設野菜で 375 万円、酪農で 753 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ことが

これでわかる。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。 

したがって、この対策強化が重要だ。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

重要であり、この改革の逆戻りはすべきではない。加えて「基本方針 2007」におい

て我々がまとめ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だ。 

先ほど御説明があった農地改革案については、我々が本年５月に提案した内容を

おおむね踏まえていただいたものと評価している。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。 

「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」。農地情報が民間

主導で提供され、民間の発想も生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。つまり、農地情報が集約化されたとしても、それが生かされないとい

うことではせっかく集めたものが死んでしまう。是非、民間の発想を生かしたもの

にしていただきたい。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。 

「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ことで農地
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の貸借権を見直す必要がある。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。 

「③５年程度を目途に耕作放棄地ゼロを目指す」。方向は全く一緒。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だ。参考資料２ページ

目で耕作放棄地の実態を調べた。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。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いる。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

けられているが、これが十分に生かされているようには思えないので、是非法律を

履行することを働きかけていただきたい。 

「④『所有から利用へ』の観点から農地税制を見直す」。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。「所有から利用へ」とい

うことで賃貸借を大幅に拡大することを打ち出しているが、納税猶予を受けている

農家は貸出しのインセンティブを持たない。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

きだ。 

以上の点について、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。 

（丹羽議員） 今、若林臨時議員からの御発言で、基本方針は私も良いと思うが、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は、地域や農業形態に即した賃貸借の促進にある

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制

度にしないと、結局、いろんな制度は今までもあるが、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だが、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。農業に入ろう

というときにいろんな規制があり、なかなか生産法人として許可されない部分があ

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いるが、現在、直売所や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いる。地域、特に四国や北海道などで非

常に活発に行われているが、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

の流通のコストがかかっている。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くと、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必要がある

のではないか。 
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もう一つは、今日のテーマではないが、林業というものの改革がかなり遅れてい

る。特に山林がかなり荒廃している。なかなか改革しようとしても地主が不明で山

に入れないという問題が地方には結構出ており、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、大臣にはこの点の

改革レビューをお願いしたいと思う。 

それから、本日提示があっ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していただきたい。特にＰＤ

ＣＡ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うので、制度は

作ったがどれだけ利用されているかというレビューを続けていく必要があるかと

思う。 

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あったが、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。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。これらの審議を進めて

いるところであり、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うので、この点はやや今日の農地改革とは外れているが、

今後早急に御相談させていただく必要があるかと思う。 

（若林臨時議員） 余りにも多くの問題を丹羽議員がおっしゃられ、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。 

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

うことは長い議論をしてきた経過があり、今、私が申し上げたように、ここまで減

少してきた農地、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、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。自治体、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。 

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、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、もう少し、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。 

（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、新聞に一方的

に出てしまったので、ちょっと申し上げた。 

（若林臨時議員） それから、そのことを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るが、私のいるところできっちりやっていただきたいと

思う。 

（八代議員） 今、伊藤議員から発言があったように、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何より重要ではな

いかと思う。 

また、これまで耕作放棄地に対していろんな政策が議論されているわけだが、そ

もそも耕作放棄自体が農地法の精神に違反するのではないか。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ことが農地法の基本であり、その意味でも、
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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課す制度があるが、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、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。耕作放棄地対策の中では、是非こういう観点からも御検討いただけ

ればと思う。 

農村における人口高齢化が今後、急速に進展するわけであるから、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る。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ことをよろ

しくお願いしたいと思う。 

（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。会社で言えば大企業化して行くわけだが、企業の世界では、

大企業だけが競争に勝っているかというと中小企業も勝っている。そうした中小企

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て、適切にマーケティ

ング戦略で売り込んでいる。だから、日本の農業政策は農地政策も大事だが、それ

に加えて企業経営の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

くことが大事かと思う。 

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。高いけれど

も安全ということを定着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だろうが、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、各種戦略を乗せていく事が必要。

規模拡大だけではやはり 100 倍にしなければ勝てない。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なので、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を縦糸、横糸で組ませると元気になるのではと思う。 

（若林臨時議員） 甘利議員がおっしゃったのは、もっともだと思う。そこで農業と言

った時に、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

論が混線してしまうと思う。 

甘利議員がおっしゃったような、例えば果物、野菜、花きや、それから畜産にも

そういうことがあるが、そういう土地をあまり利用しないでやれる農業は進んでお

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。 

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。それができていないのが実

は水田の稲作である。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は３割ぐらいに留まっている。あとは、土地利用型農業につい

て言うと、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

いろやっているが、大宗はやはりお米の生産は、規模を拡大して能率を上げ、効率

の良い経営をやる方向しか私はないと思っているので、麦や大豆などそうだが、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
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くかにもっていかなければいけないと思う。 

なので、土地利用型農業とその他の農業と少し区分けして議論をしていただきた

いと思う。 

（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

界中の寿司屋の認定。公がしようとしたので問題になったが、ちゃんとした食材を

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が、世界中に認定して行

く。これは民間がやれば良いと思う。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を評価した。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農林水産省の戦略は非常に良い取

組だと私は思う。 

（増田議員） さっきの転用のところが少し気になったので、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、私の経験だと、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の両方を見ているので、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。 

（大田議員）  民間議員から幾つか提案がなされているが、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、若林臨時議員より最後にお願いしたい。 

（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

ている。 

まず、市町村段階の世話役の部分、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。

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、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

と思っている。 

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るが、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ない。公募をして、そこ

が情報提供者としてシステム的にちゃんと運営できるかどうかをちゃんとしてい

きたいと思っており、公募を検討していきたいと思っている。 

それから、株式会社も含む、法人による農地の取得の問題だが、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、農業生産法

人などに限定されているが、所有権は厳しく規制をするが、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いる。 

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。なので、今言った賃貸借については、これ

を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いる。 

それから、耕作放棄地は５年程度を目途に解消することとしているが、今の制度
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が動いていないということは御指摘の通りである。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だが、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ったが、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。 

これをしっかり動かすためには、これらの発動基準の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いる。 

それから税制だが、御提案があったことは、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いる。 

   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、

場を変えて少し御議論をいただきたいと思う。 

（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

し合ってきているが、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

た。 

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

いが、時間が押しているので、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だったので、順次具体化のお願いをしたいと思う。 

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う。 

（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。しかし、

客観情勢の方がどんどん変わってくる。例えば耕作地の放棄もそうだし、ＦＴＡが

入ってくると、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、少しスピードアップできないか。 

これは、与党も真剣に議論をしているが、皆さん心配しているところであるので、

農林水産省の方でもよろしくお願いしたい。 

（町村議員） 品目横断的経営安定対策の状況はいかがか。 

（若林臨時議員） これは、組立原則をいささかでも緩めると、瓦解してしまう。色々

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、私が本部長になって、農政改革３対策緊急検討本部を立ち上げており、そこ

で各地の意見も全部聞き、整理している。やはり基本は、先ほど来、有識者議員か

らも話があるが、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。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、品目横断的経営安定対策の基本はいささかも揺るがし

てはならないと思う。 

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だが、ここまでようやく踏み切って具体化した政策であり、

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いる。 

（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いる。この総合戦略は、生活基盤、地域コミ

ュニティーの再生、議題となった農林水産業など幅広いものを含むが、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いては、経済財政諮問会議で議論して
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いる。今日は、その考え方や手法につき民間議員から提案が出されている。 

（八代議員） 「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

いただく。 

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、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る。 

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

ると、共通の特徴が指摘できる。こうした厳しい制約の中にある地域の実情を念頭

に置き、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。 

共通の特徴点としては、第１に急速な人口減少と老年人口割合の増大がある。数

値が載っているが、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

て減少している。第２に、産業の衰退と雇用機会の縮小。公共投資が減少する中で、

製造業の比率が小さく、県内総生産の成長率も低い。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。第３に、財政力が弱く、財政状況も悪化してい

る。 

こうした地域に対する対応の基本的方向であるが、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。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。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つくようなブロッ

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

かと思われる。 

「３．地域経済建て直しの新プランについて」。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く。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るので、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。そのためには財源が必要となるが、

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、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

したりしてはどうだろうか。例えば国交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よい。そういう交付金の仕組みを省庁、部局の壁を越えて行う。

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。 

３ページ「（１）新プランで克服すべき現行施策の問題点」。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

ったよい制度もあるが、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。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。また、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

させる必要がある。プラン実施後の経済効果についての点検を十分に行うというこ

とが大事。 

こういう問題点を克服する新プランへの提案であるが、第１に、コンペ方式によ
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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。 

第２に、先にも申し上げたが、省庁横断的で自由度の高い仕組みにする必要があ

る。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。 

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。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

構築できないか。そのためには、現在の補助金や交付金では、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少ない。勿論、委託経費や謝金など、そういう

ものもあるが、謝金では学者ぐらいしか雇えない。そうではなく、本当の経営人材

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。 

第４に、地域活性化を担う推進体制について。まちづくり会社や地域の組織（Ｎ

ＰＯ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。 

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。海外の事例としては、シティ・チャ

レンジ制度やＢＩＤという地区組織がある。 

以上をまとめると、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。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。３番目

には、歳出増に依存しないことの３点が大事ではないか。 

（額賀議員） 「地域経済の建て直しについて」説明する。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という分析

がされているが、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る。都道

府県全体の地方税と地方交付税の合計額は、直近の地方税収のボトムの年である

2003 年度（決算）と 2007 年度（予算）で比較すると、14％増加している。しかし

ながら、個別団体をみると、民間議員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。一般

財源の増加率で見ても、大きな地域間格差があることがよくわかる。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。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。

（御手洗議員） 民間議員ペーパーについて補完的な話をしたい。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る。地域の活性化には、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。ペーパーにあるように、人口の

減少が疲弊の大きな原因になっていることは明らかである。 
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そのために、雇用の創出をすることが一番重要である。その最も有効な手段の一

つが企業立地であると思う。アメリカの例を見ると、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

にはプロクター・アンド・ギャンブルがある。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いる。日本でも、少し前まで

企業城下町という風土があった。 

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経営手腕を発揮できるようにしなけ

ればならない。地域によっては、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、雇用を生み出しているところもある。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収の創出につながり、財政収支が黒字に転じている例も

ある。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政策を実施すべきである。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、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だと思う。 

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

り戻す好循環が生み出されるが、そのことがこれからの日本には不可欠だと思うし、

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での発想がないと、本当の意

味で地域の自立と競争力を高めることはできない。 

（丹羽議員） 北海道から九州まで、各自治体の関係者と話をしても、まちづくり交付

金など、以前に比べて使い勝手のよいものがかなり出てきているようだが、まだま

だ補助金、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いわれる。 

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民間

議員ペーパーにも出ているが、これも言うは易くなかなか実行は難しい。１つの手

段として、各省の枠の一元的な活用について、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いるが、省

庁の壁、かつ金額が小粒、年度の壁があるが、実効がなかなか上がらないというこ

とがあるので、御検討いただきたい。 

（伊藤議員） 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。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。経済財政諮問会

議でも地方会議というのを始め、地方に行っていろいろ学んでいるので、その成果

についてはそのうち御紹介したい。 

（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。特に省庁横断的といったことや、民間人を中心とする企

画、実施体制といったところを大いに取り入れたプランにしたいと思っている。 

制度的にみると、地域に行くと複数年度についていろいろ御要望が出ているし、

できるだけの工夫をしたいと思っているが、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。幾つかお話があった中で、制度的にも難しい点があるが、最低
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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いるが、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いる。一般的なばらまきはいけないと思っ

ているが、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、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生かすことによって、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

させるといった意味合いもあると思うので、集落や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。 

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

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を設置し

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

めている。 

   今後の経済財政諮問会議で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、私からもその場で、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。 

（八代議員） 増田議員がおっしゃった会計法上の問題点は、仮に全国一律でやるとい

ろん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だろうか。（町村議員） 新プラン

は大変工夫をされていると思うが、方法論について、民間主導、コンペ方式、省庁

横断などとあるが、具体的イメージが湧きづらい。農業と商業のコンビネーション

など、これが新プランだと言って出されても、なるほど、よし皆がやろうという気

分になる具体的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

にどうするのかと考えたときに、詰まってしまうのではないか。自分の頭で考える

べし、という問題提起はわかる。 

（大田議員） プランは増田議員が作成される。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、是非時間を取って、地域活性化に向け

た具体的な議論をすべきだと思う。 

例えば、ある県が財政的に余裕があり、その隣の県は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。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

と思う。そうしたところから、直していかなければならない。 

（増田議員） 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

できるとか、いろいろ具体的なプロジェクトの候補がある。そういうものをきちっ

と合わせてお示しして、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

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、
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おっしゃるとおりプランニングにはならないと思う。今、各地域を歩いて収集して

いる。 

（大田議員） 次回、今日の議論も踏まえ、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。 

○マクロ経済運営について

（大田議員） 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

財政諮問会議でもときどきマクロ経済運営の議論をしている。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いる。 

今日はまず最初に内閣府から簡単にマクロ経済状況を説明し、続いて、福井議員

から御説明いただきたい。 

（齋藤内閣府政策統括官） 「マクロ経済状況について」という資料に基づき、ポイン

トだけ御説明する。 

１枚目。左側に生産の図がある。景気の基調判断としては引き続き回復基調にあ

ると考えているが、生産は、そうした判断に際して非常に重要な指標になる。お示

ししているように、生産は 2007 年に入って一時横ばいとなっていたが、このとこ

ろ持ち直してきており、2002 年以降の増加トレンドに引き続き乗っている。背景に

あるのは、右側にあるように、輸出が緩やかながら増加を続けているということ。

アジア向けが堅調であることに加え、アメリカ向けも持ち直してきた。さらに、こ

こに示していないが、ＩＴ関連生産財の在庫調整がほぼ終了しつつあることも大き

な要因になっていると考えている。 

そうした中、右下にもあるように、企業収益は改善を続けている。前年同期比で

みると、これまでのところ 20 四半期連続の増益を続けている。 

２枚目。申し上げたように、企業部門は好調であるが、これに比較して家計部門

への波及が少し遅いという感じを持っている。左側に消費の図があるが、ＧＤＰの

６割近くを占める個人消費の動向は非常に重要。上の折れ線で示されているように、

消費総合指数を見ると、このところ横ばいとなっている。この背景としては、下に

あるように、所得環境を示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

えられる。内訳を見ると、雇用者数は増加しているが、賃金が非常に弱い動きをし

ているというのが現状で、今後の家計部門の動向については、賃金の動向がかぎを

握っていると考えている。 

先行きについては、右側の棒グラフのところに、内閣府が本年８月に公表した平

成 19 年度と平成 20 年度の実質成長率の数字が示されている。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。 

その後、これを公表してから、４－６月期のＧＤＰ速報やそれ以外のさまざまな

指標が発表になった。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いる。折れ線で示してあるのは、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。これを見ると、平

成 19 年度については、内閣府試算に比べて相対的に低い予測が出ている。 

先行きについては、企業部門の好調さが持続して、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が持続することを期待しているが、他方

で足元では原油価格の高騰がある。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。 
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こうしたことを踏まえ、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。 

（福井議員） 日本銀行の「展望レポート」は、御時間がありますときに中身をごらん

いただければということで、御参考までにお配りしている。 

エッセンスを説明資料にまとめた。「『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いるところを御覧いただきたい。日本銀行は、

展望レポートを、10 月と４月の年に２回出している。昨日の 10 月末の政策決定会

合で、新しい展望レポートを出した。 

今回は、2007 年度と 2008 年度の経済を展望している。明年４月になると、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。今回の展望レポ

ート中の日本銀行の経済と物価の見通しについて、数字的な表現で簡単にイメージ

をくみ取っていただくと、政策委員会のメンバーの大勢見通しは、勿論幅があるが、

ひし形の括弧の中に入っている数字が中央値。実質ＧＤＰについては、2007 年度が

実質 1.8％成長、明年度は 2.1％成長となっている。消費者物価指数の伸び率につ

いては、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いる。 

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

のときとの比較では、実質ＧＤＰについては、2007 年度は 1.8 とあるが、４月の時

点では 2.1 という予測であった。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月の時点に比べて少し下ぶれている状況。

消費者物価指数については、４月のときは 2007 年度は＋0.1 であったのを今回は

0.0 にしている。明年度については、４月のときは 0.5 であったが、今回＋0.4 と

いうふうに、微妙に数字を調整している。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ない。物価について

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。 

したがって、これが望ましいシナリオかどうかという点からすると、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し

ている。 

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

準法の改正に伴い、今、建物の構築が急速に減速している。これは、今年度のＧＤ

Ｐにはかなり明確に響くので、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。うまくいけば、翌年度にそれを取り返していくと期待している。あ

と幾ばくか、先ほど政府から御説明があったとおり、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

だと見ていたが、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、少な

くとも今年度前半は見られた。政府のグラフに示されているとおりである。そのこ

とも幾ばくかここに反映している。 

ただ、この先については、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いくので、賃金についても、上昇の圧力は少しずつ強まっ

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は多様なルートを通じて、着実に経済を最低限支
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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いる。 

消費者物価指数について 0.1 ずつ下方修正しているが、これはいずれも賃金への

企業部門からの還元の力が少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る

が、そうした要因を排除して一番ベーシックなところをながめれば、やはり家計部

門への所得還元の勢いがほんの少し弱いということを幾ばくか反映していると思

う。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いる。 

それに対するリスク要因であるが、比較的短期で目の前に見えているのは、大田

議員が述べられたとおり、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。ただ、

今回の我々の予測は、世界経済は、この前のＧ７でも確認されたとおり、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たとおり、世界経済全体

としては年率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

もなっている。 

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、損失の処理を伴うため、ある

程度苦痛を伴うプロセスで、かつ時間もかかると思うが、これは将来、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思っており、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いる。 

そういう点から見て、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、今後も受け

ないであろうという想定に立っている。 

ダウンサイドリスクに少し重きを置いて考えるとすれば、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、注意深く見て

いかなければいけない。 

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る。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。つい最近

まで見られた円キャリートレードの深まりも、やはり金融緩和と無縁であったとは

言えない。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枚目の一番下の部分。「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

るが、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
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に私どもは 2008 年度も続くと思っているが、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いる。 

日本銀行は、今、この世界的なリスク再評価のプロセス、金融市場に見られる現

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いる。 

（丹羽議員） 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が、

既に御承知のとおり、今回の 0.3％の下方修正は、10－12 月の住宅投資の影響はカ

ウントされて出されているのかお聞きしたい。 

（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、足もとかなり急角度で落ちていることを織り

込んでいる。 

（福田議長） 最近、この数年間、一次産品、石油や、穀物も最近はそうだが、価格が

急速に高騰している。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

った観点からの議論が必要ではないか。 

今日、石油産油国の政府の要人と会ったが、石油の値段が随分上がっていると言

ったら、そんなことを言っても、ドルの価値が４割下がっていると言う。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。日本の国力は本当

にどうなっているのかという心配を持ったが、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

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うが、月例経済閣僚会議でも

工夫したいし、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

革も議論しているので、そのときにまた総理が提起された問題についても議論した

い。 

○「事業の仕分け」について

（御手洗議員）「21 世紀型の政府機能の構築に向けて」について説明させていただく。 

前回の経済財政諮問会議において、福田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いる。

予算の無駄を排除するというのは、単に歳出削減をするということだけでなく、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らない。 

その実現のためには、事業の仕分けが効果的である。事業の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る。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いる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いる。 

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う。３ページ目

を御覧いただきたい。 

第１の視点は、「官が行う必要があるのか」ということである。官が行う必要性

のない事業は思い切って廃止すべきである。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ある。 

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
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討する視点である。まずは、地方ではなく「国が行う必要があるか」である。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る。 

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ある。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の提供

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、無駄なく、最低コ

ストで実施する必要がある。 

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る。実際にカナダでは、95 年度から 98 年度にかけて事業の

仕分けに取り組み、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％の黒字に改善された。 

また、国と地方の役割分担が明確になり、地方分権改革の最終目標である道州制

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われる。 

２ページ目に戻っていただき、「今後の進め方」について説明する。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う。更に経済財

政諮問会議における審議を通じ、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。具体的には、来年春頃を目途に、中期的取組をプログラムとしてとりま

とめてはどうか、と考える。 

（大田議員） 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

った。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、春ごろをめど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あるが、これはいかがか。 

（町村議員） 事業の仕分け担当大臣のようなものを決めるのか。 

（大田議員） 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き、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提案いただき、地方の

出先機関、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いる。

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いるの

で、屋上屋を重ねるのではなく、経済財政諮問会議で横断的に軸を通して議論して

いってはどうかという提案である。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。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。 

（丹羽議員） 考え方を整理したという意味で、賛成である。 

（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。

（福田議長） 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、そ

のぐらいの意気込みでやりたいと思っているので、どうぞ御協力をよろしくお願い

したい。 
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（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。 

（以 上） 
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