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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 2月 3日（火） 17:30～18:46 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

同     中 川   昭 一   財務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  石 破      茂   農林水産大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 

（２）農業改革の論点について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○今年前半の諮問会議について（与謝野議員提出資料） 

○農業・農村の潜在力の発揮のために 

～ 国民に安心を、農業者に希望を、農村に雇用とにぎわいをもたらす農政改革の推進 ～ 

（石破臨時議員提出資料） 

○農政抜本改革に向けて（有識者議員提出資料） 

○農業改革に向けた課題（二階議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○農業・農村の潜在力の発揮のために（参考資料） 

～ 国民に安心を、農業者に希望を、農村に雇用とにぎわいをもたらす農政改革の推進 ～

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第３回） 
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（石破臨時議員提出資料） 

○農業改革に向けた課題＜参考資料＞（二階議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○今後の諮問会議の進め方について 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 初めに、今後の経済財政諮問会議の進め方について、御審議をいただきます。 

 今年前半の経済財政諮問会議の進め方について、議長とも御相談の上、お手元の

資料のとおり、まとめております。事務方からまず説明をいたします。山崎内閣府

政策統括官から説明いたします。 

（山崎内閣府政策統括官） お手元に「今年前半の諮問会議について」という資料が

ございます。 

 まず、大きなアジェンダの一つは経済危機への対応でございます。この関係で申

し上げますと、まず政府一体となった対応の促進ということで、特に雇用、金融問

題を重点にしまして、毎月レビューを行っていくというものでございます。そして、

経済対策の効果最大化ということでございまして、特に地方自治体等へのソフト面

での支援という点でございます。 

 次に２つ目のアジェンダは、「『基本方針 2009』に向けた検討」です。これにつ

きましては、４本の柱に沿って検討していくというものでございます。 

 一つ目が、社会保障・雇用分野の新戦略の推進でございます。社会保障国民会議

の報告も踏まえまして、安心社会の実現に向け、社会保障・雇用・税制を横断的に

検討し、政策の道筋・基本骨格を明らかにするというものでございます。具体的に

は、①社会保障サービスの機能強化の具体的展開、②持続可能で総合的なセーフテ

ィーネットの再構築、③利用者目線のサービスの実現、④雇用システムの再構築。 

 二つ目が、成長政策でございます。将来の成長に向けた「シナリオ」づくりとい

うことで、３つの柱である低炭素革命、健康長寿、底力発揮に関しまして、分野別

に数値目標型の政策群を提示するものでございます。また、アジアワイドでの成長

力強化と内需拡大もテーマでございます。 

 三つ目が、税制・財政政策。「税制抜本改革」の具体的論点、更に平成 22年度予

算に向けての検討でございます。税制抜本改革に関しましては、政府税制調査会と

経済財政諮問会議での「少人数合同会合」の開催というものでございます。財政健

全化に関しましては、健全化目標のフォローアップ等でございます。 

 四つ目が、農政改革としまして、農政抜本改革の大枠でございます。経済財政諮

問会議が食料・農業・農村政策推進本部、農政改革６大臣会合と連携しまして、全

体構想と大まかな枠組みの提示を行うというものでございます。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） 何か御質問、御意見がございましたら、お願いします。 

 では、よろしゅうございますか。 
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（「はい」と声あり） 

（与謝野議員） 次の議題に入る前に、白川議員から何か御発言があれば。 

（白川議員） 本日、株式の買入を行いまして、そのことについて御報告いたします。

本日は金融機関が保有しています株式の買入を再開することが決定いたしました。

所要の手続を経まして、極力早期に買入を月内に開始をしたいと思っています。

買入総額は１兆円、買入期間は来年４月までということでございます。 

 今回の措置のねらいですけれども、国際基本金融市場で強い緊張状態が続いてい

ること、我が国の金融面でも株価の下落や景気の急速な減速が金融機関の資金仲介

機能と経営の両面で大きな影響を及ぼしてきているということでございます。そう

したことも背景としています。 

 金融機関が株式の保有リスクを抱えていて、実はこのリスクは今、一番大きなリ

スクになっているわけです。日本銀行としては、そうした状況というのはできるだ

け是正をしていく。その際には受け皿があった方がいいということで、今回、中央

銀行としては異例のことではございますけれども、株式の買入を再開するというこ

とを決定いたしました。これからも金融機関の経営動向を注意深く見ていきたいと

思っています。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（中川議員） 政府としましても、今の経済、金融情勢は白川総裁がおっしゃったこ

とと全く同じ認識を持っておりまして、議員立法で銀行等保有株式取得機構の復

活の作業を今やっているところでございます。したがいまして、日本銀行の御決

定を心から御歓迎させていただきたいと思います。 

（与謝野議員） それでは、農政改革の論点について御審議をいただきます。石破大

臣が来られます。 

（石破臨時議員入室） 

（与謝野議員） それでは、石破臨時議員から御説明をお願いします。 

 

○農業改革の論点について 

（石破臨時議員） お手元に２種類の資料をお配りいたしております。１つが「農業・

農村の潜在力の発揮のために」と題しましたもの。もう一つは参考資料でござい

ます。 

 まず本文の方で御説明をし、後ほど参考資料でお話をさせていただきたいと存じ

ます。 

 農政改革というのをやらねばならない。なぜなのかということを３つの図でお示

しをいたしております。１つは農業所得が大変に落ちているということでございま

す。純生産、すなわち緑色のグラフでございますが、総生産から固定資本の減耗を

引き、間接税を控除し、経常補助金を加算したものということでございます。所得

して受け取った額に相当するわけでございますが、平成２年の 6.1兆円からずっと

行きまして、最近は 3.4兆ということで、わずか 15年の間に農業所得は半減して

いる。これが事実としてございます。 
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 もう一つ、その下へまいりますが、農業集落数はどうなっているかということで

す。これはここ 10年間でというふうに黄色いもので書いてございます。平成２年

から平成 12年でございますが、この 10年間で約５千集落が農業集落機能をなくし

たということでございまして、所得にいたしましても集落にいたしましても、加速

度的に減少しているということでございます。 

 これは何でこんなことになるのか。色々な理由がございますが、１ページ目右側

に基幹的農業従事者の年齢構成の図がございます。基幹的農業従事者は何だと言わ

れますが、あなたのお仕事は何ですかと聞かれて、私は農業ですという人を基幹的

農業従事者とお考えをいただいてよろしいかと思っております。主に仕事が農業で

す。つまり例えば銀行に月曜日から金曜日まで勤めておりまして、土曜日と日曜日

だけ畑に出る、田んぼに出るという人は、あなたの仕事は何ですかと言われて、銀

行員ですとは言いますが、農業ですとは言いません。私は農業ですというのは、要

するに普通の日にきちんと農業をやっている人のことでございます。 

 それで基幹的農業従事者と言うのですが、平成２年、平成７年、平成 12年、及

び平成 17年をグラフに落としてみたものでございます。つまり一番山の頂点とい

うのは、常に昭和一桁世代の方々であったということであります。今この基幹的農

業従事者に、あなたの仕事は何ですかと言われて、農業ですと言う人の６割が 65

歳以上ということになっております。10年前は６割が 55歳以上でした。20年前は

６割が 45歳以上でした。ということは、そこはずっと同じグラフがスライドして

おるわけでございまして、このまま行けば、あと 10年経つと６割が 75歳以上とい

うことになります。あと 20年経てば、６割が 85歳以上ということになるわけであ

りまして、そのようなことは考えられないことでございます。 

 この問題は 10年前も 20年前も指摘されておりました。しかし、その傾向は全く

と言っていいほど変化がないということであります。抜本的に構造改革を行わない

と日本の国から、農業をやる人がいなくなる。幾ら自給力だ自給率だと言いまして

も、やる人がいなくなって何が自給力だという話でございます。 

 これは一回消えますと戻りません。このまま行くと消えます。これをどうするん

だということでございまして、この年齢構成は先進国の中で特異なものでございま

す。フランスでもドイツでもイギリスでもそうですが、日本の国の概念で申します

基幹的農業従事者というのは 50歳以下でございまして、このようなことは先進国

の中には見ないことです。 

 ２ページ目。今、申し上げましたところを踏まえまして、農政改革はなぜ必要な

のかということでございます。今、国内的なお話を申し上げましたが、世界の栄養

不足人口、すなわちこの地球では今９億人の人が飢餓状態、栄養不良状態にござい

ます。１日に２万 4,000人が餓死をいたしております。５秒に１人子どもが死んで

おります。そのように世界の栄養不足人口が急増しているということでございます。 

 その中で我が国が自分の国で作ることができる食料は作りませんと、国土を荒廃

させるということ、それは世界の中における我が国の立場としてどうなのかという

ことであります。フードマイレージという言葉を御存じかと思いますが、世界中か
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ら物を買っているということにおきましても、我が国は世界最大の食料純輸入国で

ございまして、その間に排出するＣＯ２とか何とか、そういうものを足し合わせま

すと、これはものすごい量になるわけでございます。世界の人は飢えている。地球

が温暖化をしている。そういう中にあって、我が国は国土を荒廃させ、世界中の温

暖化に寄与しているというのは変な言い方でございますが、本当にそれでいいので

しょうかという問題意識でございます。 

 したがいまして、国民的議論を踏まえまして、国の基盤となる農業の持続可能、

これがキーワードだと私は思っております。５年先、10年先、20年先、50年先に

農業というのは続いていますかと。一番大事なのはそこだと思っておりまして、農

地はどんどん減少する。農業者はどんどん高齢化する。持続可能性そのものが損な

われているという認識を持っております。それを持続可能なものにしなければなら

ない。そして、国民の安心と農業者の希望、雇用とにぎわい。これを今、取り戻さ

なければならないということでございます。それを図にしたのが２ページ目のもの

でございます。 

 右側に「検討の視点」というふうに書いてございます。１つは自給力の向上でご

ざいます。国民においしく安全な農産物を安定供給する農業経営の育成確保を通じ、

農業を魅力あるものとし、自給力を向上させるということでございます。しかし、

もう一つ考えなければいけないことは、地域を支える農業ということでございます。 

 最初に御説明しましたように、集落そのものがなくなってしまっているというこ

とでございます。ということは、水源涵養機能等々を始めとします国土保全機能も

失うということでございまして、地域を支えている農業というものはどうやって維

持をしていくかということでございます。 

 ２番目でございますが、これは農地法等々のことでございます。農地制度という

ものが、自作農主義、耕作者主義ということになってまいりましたが、実態と相当

に乖離が出ておりますので、所有から利用という概念に転換をしたいと思っており

ます。それによりまして、農地の最大限活用を図りたいと考えております。 

 ３番目は、農業・農村の有する潜在的な可能性、すなわち、「売れるものをどう

つくるか」という発想も大事ですし、「できたものをどう売るか」という発想も大

事ですが、その両方とも相当に欠如しているという認識を持っております。それに

どのようにして付加価値を付けて高く売るかということ。売れるものをどうつくる

かということ。 

 そして、農山漁村は、多様な地域資源を持っておりますので、循環型産業あるい

は資源総合産業化により、雇用と活力を生み出さなければならないと考えておりま

す。 

 説明資料の３ページ目でございますが、我が国の農業・農村の潜在力というもの

を最大限に引き出す必要があるのではないか。すなわち、農業・農村の社会的価値

というのは、食料を生産するということ以外にも、国土保全というものがございま

す。これは相当有名な話ですが、右側に農業の有する多面的な機能の貨幣価値とい

うのがございます。洪水防水機能は幾らでしょうか。それで言えば、３兆 4,988
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億円。土砂崩壊防止機能は 4,782億円とそこに書いております。これは、ダムをつ

くるとしたらどうなるでしょうか。これはすべて１年に置き換えたものでございま

す。減価償却あるいは 60年の国債償還ということで割りまして、そして、またそ

れにランニングコストを足したものでございますが、それだけの大きな貨幣価値を

持っております。そういうようなものを維持していかねばならないということ。あ

るいは美しい環境を提供、これはなかなかお金には変えられないものでございます

が、生態系、生物多様性の保全などがそうでございます。あるいは雇用機会をどう

提供するか、そこに経済情勢の変化に耐え得る雇用機会を提供と書きました。 

 ２次産業、３次産業がダメになったので、「あとは農村で頼む」というような考

え方もあるかと思います。しかしながら、世の中で景気が悪くなったときにそれを

バッファーとして受け入れるのは農村だということは歴史的な事実でもございま

すが、やはり経済情勢の変化にも耐え得る、農業・農村というのは、経済情勢の変

化には強いものでございますので、それにマッチした雇用機会を提供したいと思っ

ております。そこには、農商工連携とか、あるいは雇用のマッチング、そういうこ

とを考えております。そして国内で食料を供給する、今まで申し上げたとおりでご

ざいます。 

 もう一点は、バイオマスなどというものは日本ではほとんど利用されていないと

いうことがございます。北欧の国々に比べて何十分の１というレベルでございまし

て、あるいは何分の１というレベルでございますが、バイオマス、風力、水力、そ

ういうような新エネルギーの供給ということが重要ではないか。 

 今から百年前は、「おじいさんは山に柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に」とい

う世界でございましたが、そこにはエネルギーがあったわけでございます。本当に

これから先、エネルギーがこの国において持続的に活用していけるようにというと

きに、農村の役割は極めて重要だと思っております。 

 文化・教育の場の提供というものを、今、グリーンツーリズムというものをやっ

ておりますが、今の子どもたちは、どういうふうにしてお米ができるのかなんてい

うことはほとんど知りません。どういうふうにして大根ができるのかも知らなけれ

ば、どのようにして果物ができるのかも知りません。本当にそれで生きる力という

ものは養えるかというと、そうとは思っておりませんで、そのような潜在力を発現

させていきたいというのが本分でございます。 

 次に参考資料の方をお開きいただきたいと思います。 

 １ページ目には「戦後農政の歩み」というものを総括いたしました。終戦後、農

地解放というのが大きな転換点でございました。また、小作から自作農に変わると

いうことで自分の持っている土地の生産性を最大限に引き出そうということを導

き出したので、食料が絶対的に不足をし、食料増産が大命題であった時代、これに

は正しく適合していたものだったというふうに考えております。 

 その次の大きな転換点は、昭和 36年の農業基本法でございます。この時は、選

択的拡大というのがキーワードでございました。すなわち、これから先いろいろな

もの、米に頼るのではなく、いろいろなものに変わっていくだろう。畜産であると
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か、果樹であるとか、野菜であるとか、そういうものに変わっていくだろうという

問題認識と、そしてまた工業、商業に人たちは移っていくだろうと、それによって

規模拡大を図って競争力を強めよう、生産性を高めよう、これは基本法農政であり、

そしてまたそこにおいて選択的拡大というのがキーワードでございました。そこは

社会政策的な意味もございますが、農村と都市部の所得格差が相当にございました

ので、それをどうするかという問題認識もあったわけでございます。 

 結果として、今、一番豊かなのは、二種兼業農家でございます。その次はサラリ

ーマン家庭でございまして、差はございますが、専業が一番豊かではないという傾

向にございます。これは断定できませんが、大体そういうような傾向でございます。 

 農工間の格差は、確かになくなりましたが、それは農業の生産性が上がったので

はなくて、兼業機会が得られたことによって、農商工間の所得の格差がなくなった

ということでありまして、農業が強くなったからそうなったわけではないというこ

とでございます。何で基本法農政がうまくいかなかったかということで、皮肉的な

話でございますが、それは耕運機が発明されたからだとおっしゃった方がおられま

した。耕運機が発明されたことによって兼業は可能になったのでありまして、耕運

機が発明されなければ兼業なんてできなかったということでございます。いずれに

しても、商工間、農工間の格差の是正はなされました。しかし、それが農業が強く

なることによってなされたことではないという認識は持つ必要があるだろうと思

っております。 

 その後、新農政ということになりました。市場原理を一層導入したい、担い手の

育成確保を図りたいということでございます。また、背景には、平成５年の不作あ

るいはウルグアイラウンド合意、ミニマムアクセス米が入ってきました。関税化に

なりました。食管制度をやめ、新たな米政策大綱を決定したというようなことが背

景にございました。 

 その後、新基本法農政ということに移りまして、現在に至っております。 

 ２ページ目には、今、申し上げましたことが、書いてございまして、農業基本法

制定当時は、高度成長により、過剰就業人口が他産業に吸収される。農家戸数が減

少するということでございますが、必ずしもそうはなりませんでした。兼業が進ん

だということでございます。 

 もう一つよく考えておかねばならないのは、これは他国では余り見られない現象

でございますが、農地というものが資産であると考える傾向が高まってまいりまし

た。これは列島改造とか、いろいろなことがございましたが、農地が農産物生産の

手段ではなくて、資産として保有される傾向が強まったということが歴然たる事実

でございます。これをどう考えるか。 

 もう一つは、農業基本法を考えましたときは、経営規模が拡大すると、生産性も

向上する。離農が進むのだということでございました。北海道など一部では、それ

は実現をされていることでございますが、日本国のほとんどの部分において、農地

価格が上がり、資産的な保有傾向は高まりましたので、それは他人に貸したならば、

返ってこないというようなことで、それでは自分で作っていましょうということに
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なりまして、規模拡大が進んでおりません。 

 また、時間当たり、面積当たりの生産性は向上いたしましたが、規模拡大が進ん

でおりませんので、比較生産性は製造業と比べました場合、昭和 35 年の 20.7％、

平成 18年の 20.0％と、かえって下がる傾向にあるということでございます。 

 そして選択的拡大、他のものを作りましょうということでございますが、畜産物、

果実、野菜等については選択的拡大が進みました。しかしながら米の消費というの

は想定以上に大きく減少、半分になっております。 

 基本法を制定しましたときは、いろんなことをやって結果として、価格政策に大

きく頼らなくても、農業と他産業との間の生活水準の格差の解消は図られるという

ことでございましたが、そうはなりませんで、高度経済成長の中で農工間への所得

格差への配慮もありということでございます。米価中心の価格政策に大きなウェイ

トが置かれました。結果として過剰生産、そして小規模経営の継続ということにな

りました。そういうことでございます。 

 しかし、努力をしなかったわけではありません。というのが３ページでございま

す。実は、日本の場合に 10ａ当たりのカロリー生産は、黄色の棒グラフでござい

ますが、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカに比べれば土地生産性は極めて高

いということは強調しておかねばなりません。 

 また、その下にまいりますが、労働時間 100時間当たりの水稲収量、これは飛躍

的に拡大いたしております。都府県の５ha 以上の農家数と平均経営規模も、これ

は着実に増加をしているわけでございますが、平均を取りますと依然として小規模

でございます。新品種も一生懸命開発をしていることは御案内のとおりでございま

す。 

 次に、これから先どうなるのか、いろんな説がございまして４ページ目でござい

ますが、やはり今のまま、まいりますと、栄養不足人口というのは増えると考えて

おります。すなわち世界の栄養不足人口は過去 10 年で８億 3,000 万人から９億

6,000万人に上がっておるわけでございまして、1996年の世界食料サミットにおき

ましては、この栄養不足人口は 4.1億人にしたいということを申しております。 

 穀物及び大豆の国際価格でございますが、これは乱高下いたしますが、これから

先はやや上がる傾向にあるのではないかと考えております。 

 ５ページ目、今の水田をどのように使っているかということでございますが、水

田の中で、６割しか主食用の米は作っておりません。それ以外で自給率が低い麦、

大豆でありますとか、そういうものを作ってくださいというふうにお願いをしてお

るわけでございますが、当面政府といたしまして、やはり水田というのは米を作る

のに一番向いておることは間違いない事実でございますので、自給率向上作物すな

わち米粉、飼料用米、あるいは麦、大豆も大事でございますが、米粉、飼料用米も

挙げたいと考えております。 

 ６ページ目は農地改革とは何だということでございますが、ここはやはり規模拡

大ということを考えていきたいということでございますし、ここは色々な御議論が

あるかと思いますが、やはり農地は農地として利用されるべきであると考えており
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まして、安易に転用がなされるというのはあまり良いことだとは思っておりません。

これが病院とか学校とか公的施設で転用されている例もございますので、これは、

今はなっておりませんが、転用許可対象にしたいと思っております。そして、また

違反転用は罰則を強化したいと思っております。 

 次でございますが、農用地区域からの除外の厳格化を図ることによりまして、区

域内農地を確保したいと考えておりますし、もう一つは荒れ地をどうするかという

ことでございまして、耕作放棄地の有効利用は徹底したいと考えております。今、

実態の把握を鋭意行っているところでございます。 

 それによりまして、７ページでございますが、農地の有効利用を図りたいと思っ

ております。所有から利用への転換をやりたい、面的に集積したいということでご

ざいますし、株式会社が入ることについて、いろんな御議論がございますが、それ

が安易に転用されることがないようにということをきちんと担保いたしました上

で、意欲ある若い方々、経営体の参入は促進したいと考えております。 

 そして、また、農地の権利を有する者、それは責務があるはずなのでございまし

て、さればこそ色々な優遇措置がございますから、その責務は明確化したいという

ふうに考えております。 

 ８ページはこのようにして、昭和 40年から平成 19年までに、食料供給の現状は

そんなに変わってしまいましたということであります。自給率が下がったと言われ

ますが、それはみんながパンやパスタを食べるようになったからということも理由

ではございます。確かに米の消費は半分に落ちているわけでございます。しかし、

それ以上に畜産物というものを摂るようになった、あるいは油脂を摂るようになっ

たということが大きな理由でございます。 

 畜産物というのは、例えば鶏卵などというものをカロリーベースで考えました時

に、自給率は何％になるかといいますと、たった 10％でございます。「卵は、みん

な日本のものを取り込んでいるではないか」、確かにそれはそうなのでございます

が、餌は、ほとんど外国から入れておりますので、卵でも自給率は 10％というよ

うなことになるわけでございまして、どうやって餌を国内生産するかということは、

循環型という観点から言っても大事なことだと思っております。 

 すなわち外国から餌をどんと入れまして、牛や豚や鶏を育てますが、その排泄物

は穀物を輸出した国に送り返すわけではございませんで、それは国内で何とかする

ということになるわけでございます。そうすると、循環社会ということを考えます

と、かなりおかしないびつなことになるわけでございまして、その辺りもどう考え

るかということであります。したがいまして、米粉用米、餌米の利用による自給率

の向上を図りたいと考えております。 

 最後のページは、我が国の農業生産の現状を記したものでございます。 

 冒頭にお話ししましたように、これが急減という状況にございまして、これでは

元気のある農業も何もあったものではございません。これに歯止めをかけなければ

いけませんし、農地の減少に歯止めをかけなければなりません。そして生産者の若

返りは図っていきませんと、この国から農業をやる人はいなくなります。 
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私の問題意識は、以上でございます。 

（与謝野議員） ありがとうございます。続いて、吉川議員。 

（吉川議員） それでは「農政抜本改革に向けて」という民間議員４名の名前が書い

てあるペーパーをごらんください。 

 総理が施政方針演説で表明された農政改革を是非実行していただきたいと、私ど

もは考えております。ただいま、石破臨時議員から、詳しく数字も挙げてお話があ

りましたけれども、農業従事者の高齢化を考えると、今が日本の農業にとって改革

実行のラストチャンスといっても過言ではない。これは、石破臨時議員が強調され

ましたが、私どもも全く同じ認識を持っております。政策メニューは、改革につい

てかなり長いこと議論されてきていますので、かなり出そろっている。あとは実行

あるのみという状況ではないかと考えております。経済財政諮問会議としても、６

大臣会合等と連携しつつ、将来の日本の農業のために、聖域なく議論を行っていき

たい。産業としての農業、食料安全保障、地域政策、この３つの観点をパッケージ

にして、まさに農政抜本改革とも言える大きな姿を描くべきであると考えておりま

す。 

 まず「１ 農政改革の三つの大きな目的」であります。 

 「（１）産業としての持続性の回復」、農地の減少、農業従事者の高齢化等、現在

の農業は持続可能でない。この点も石破臨時議員からお話がございました。どのよ

うな統計を見ても、先細りは明らかである。何よりも１つの産業としての持続性を

回復することが急務である。 

 「（２）安定的な食料供給力の回復」、中長期的に世界の食糧需給が逼迫する中、

国内農業が安定的に食料を供給する力を回復することが必要である。私どもは、産

業としての持続性を農業が回復すれば、その結果として自給率も上がるであろうと

考えているわけであります。これは、農業に限りませんが、いわゆる保護主義とい

うものは、むしろこれを避けなければいけないわけでありまして、無理に自給率を

上げるということでは、言わば元も子もないといいますか、正しいことではないだ

ろうと。繰り返しになりますが、日本の農業が産業としての持続性を回復する。農

業が再生することによって、結果として自給率が 50％ぐらいまで上がるというの

が望ましい姿だと考えております。 

 「（３）農村地域の活力の回復」、都市部への人口流出と高齢化の進展により、農

村地域の中には、集落が無人化、消滅する地域もある。これも、先ほど石破臨時議

員から数字の御紹介がございました。急速にそうした地域が衰退しており、地域の

個性を活かした活性化が必要であるという認識を持っております。 

 「２ 改革によって期待される効果」であります。 

（１）農業は今後の成長分野、地域産業の中核としての可能性を持っている。も

のづくり技術やマーケティング力も活かせば、今後、地域の成長産業、輸出産業と

して農業が伸びていく可能性もひらける。しばしばブランド力というようなことも

言われます。 

（２）農業の体質強化は国際的にも重要ということで、世界金融危機により高ま
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っている保護主義圧力を跳ね返すため、ＷＴＯドーハラウンド妥結の重要性が再認

識されつつある。国際化の進展にも対応し得る農業構造を確立する必要がある。 

（３）農業分野における雇用吸収ということで、世界的な金融危機による景気後

退により、内需の厚みを増すことの重要性に対する再認識が改めて広がっておりま

す。農業の中には、野菜、果樹、畜産等労働集約型の分野や加工等、雇用を吸収す

る力のあるものもある。つまりは、農業が雇用の吸収の受け皿になるという考え方

も必要であろうということです。ちなみに、そのためには、やはりまた原点に戻り

ますが、農業が１つの産業として立派に再生してないと、雇用を吸収するといって

もそういうことはできませんので、先ほど申し上げたようなことが大切だというこ

とです。 

 「３ 具体的な論点」であります。 

（１）「農業経営体（農場、農園）」の支援の総合化ということで、農業が産業と

して持続し、成長していくためには、政策もこれまでの農家を対象にする対策では

なく、農業経営体、ここでは具体的に農場とか農園を想定しておりますが、農業経

営体が伸びていけるような環境をつくる必要がある。農業経営体とは、規模の大小

では必ずしもなく、農地、労働力、資本（農業金融）、技術（農業技術、経営技術）、

ノウハウ（販売ネットワーク、マーケティング）等の総合力を駆使し、自らの経営

感覚と創意工夫を持って、高い付加価値、収益力のある農業経営を行おうとする主

体であると考えております。 

 一言、規模の大小では必ずしもないと申し上げたのは、例えば他の産業でも、予

約の取れないレストランのようなことを取りましても、レストランということであ

れば、恐らく中小企業だろうと思います。要は高い付加価値を生み出すような優れ

た経営がなされていればそれでいいんだということでございます。農業についても、

その意味で必ずしも規模の大小ではないということで、こうした農業経営体が力を

発揮できる環境を整備する政策を実行すべきだということです。 

そのためには、例えば以下２つの取組みが必要であるということで、１つ目は、

農業経営に関する施策の体系化。なぜなら、現行の各種施策は、農業経営体の創意

工夫や自由な経営展開と両立し、促進するものとなっているのだろうか。このよう

に自問して、こうした観点から、すべての施策を抜本的に見直し、体系化すべきで

ある。２つ目は「法人化の推進」である。農家の法人化は、事業リスクを家計から

遮断することを可能とする点で、農業経営上メリットがある。経営の意欲と能力の

ある農家の法人化と企業の参入により、消費者ニーズを踏まえた農産物を低コスト

かつ安定的に供給できる体制にすべき。特に米作など、土地利用型農業については、

これにより大規模化を推進すべきである。 

（２）農地改革の早期かつ着実な実行。これも石破臨時議員からお話がありまし

たが、所有から利用への転換、農地情報の集積・開示による農地の徹底活用により

農業の生産力を増大するとともに、米作に代表されると思いますが、土地利用型農

業については面的集積の促進により大規模化の実現が必要。これは、先ほど農業経

営体との関連で、必ずしも規模の大小ではないということを申し上げました。農業



 
平成 21年第３回 議事録 

 

 12 

すべてが 100％大規模化すべきでは必ずしもないだろうという趣旨ですが、しかし、

さはさりながら、日本の農業の中心である米作は、やはり土地利用型の農業であっ

て、そうした分野では面的集積の促進により大規模化の実現が必要だろうと私ども

は申し上げているわけであります。 

面的集積の促進により、大規模化の実現をするためには、以下、２ページの下で

すが、今通常国会に提出予定の「平成の農地改革」法案は、所有から利用へ転換し、

利用については原則自由化するなど、昨年 12月の経済財政諮問会議に提出された

石破プランを実現するものであるべきだと、私どもは思っております。本法案を早

期に成立させ、できるだけ早く執行すべきだということです。 

また同時に、離農を希望する高齢農家や、不在村地主等が、規模拡大意欲のある

「農業経営体」に積極的に農地を賃貸するよう、貸し手にもメリットが感じられる

仕組みを工夫し、整えて、農地の徹底活用と農地の集積を進めるべきということで

す。 

３ページ目、（３）「総合的な穀物政策」の構築。昨今の国際的な穀物需給の動向、

我が国の特に低い穀物自給率の実態を踏まえ、国産・輸入を通じた総合的な穀物政

策を構築すべき。特に水田は、連作障害のない優れた生産装置である。食料の自給

力の回復、食料安全保障のための農地確保、環境保全の観点からも、米粉用米、飼

料用米の増産をはじめ水田を十分に活用する必要がある。これも先ほど石破臨時議

員からお話がございました。私どもも同様に考えております。ちなみに、現状では、

食用米を生産している水田が６割にすぎない。こうしたことも、既に石破臨時議員

から御説明がございました。 

このため「総合的な穀物政策」を構築する中で、例えば次の点に取り組むべき。 

１つ目が、現在は、主食用米、転作作物、米粉用米、飼料用米等に複雑な補助が

行われているけれども、総合的な穀物政策実施のため、これらを整理・集中化する

ことが必要ではないか。 

２つ目が、現状では、主食用米の価格安定が優先されているが、米の消費者価格

と生産者の収入を切り離して、前者については原則として市場に任せる一方、農業

経営体の水田経営による所得は安定化させる仕組みを考えるべきではないか。 

３つ目が、生産調整の在り方についても、根本から議論する必要があると私ども

は考えております。 

（４）農業成長戦略の策定。今後の成長分野として農業を伸ばし、地域の雇用機

会を創出するため、農商工連携の強化、農産物の輸出促進、農業分野の研究開発と

先端技術の導入を戦略的、効率的に進めていくべきである。 

また、集落の維持が困難となっている地域等については、省庁間の縦割りにとら

われず、地域資源を活用した産業の育成等所得機会の創出や生活環境の維持・整備

により、活力を取り戻す方策を講ずるべきである。 

最後に（５）重点プロジェクトへの着手・実行（先駆的モデルづくり）でありま

すが、現在、各省で検討している成長戦略の「重点プロジェクト」について、以下

のようなモデルを参考に、農林水産省でも具体的なタマ出しを検討し、特区的な考
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え方を含めて迅速に推進していく必要がある。 

具体的には２つ挙げてありますが、１つ目は、「耕作放棄地再生プロジェクト」

である。農地法等改正に当たって、石破プランをしっかり実現した上で、農地リー

スの促進と農商工連携の拡充等を、大胆かつ迅速に進めるような、耕作放棄地再生

の先駆的モデルを推進する。２つ目は、「植物工場推進プロジェクト」である。こ

れは、二階議員から詳しくお話があるかもしれませんが、自治体が策定する計画に

基づいて設置する植物工場（農産物を生産する工場）については、耐震基準、防火

基準等の立地に関する規制を緩和し、農業用施設と同様の取扱いとすることで、そ

の設置を促進する。 

以上ですが、全体として、先ほど石破臨時議員のお話を伺いましたが、大きな方

向としてここで私どもが申し上げていることと石破臨時議員の御説明は同じ方向

を向いていると思います。石破臨時議員御自身のお話にもありましたけれども、農

地改革というのは待ったなしだと考えておりますので、是非とも大胆な改革を進め

ていっていただければと考えております。 

以上でございます。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 続いて、二階議員、どうぞ。 

（二階議員） 資料が２つ出ておりますが、薄い方でお願いします。「農業改革に向け

た課題」をご覧いただきたいと思います。 

 １ページ目でありますが、本日の議題が農業改革となっているため、まずは農業

に焦点を当てる。農業の抱える問題とそれに対する処方せんを考えていくというこ

とは極めて大事でありますが、林業と水産業とも共通する部分もたくさんあると思

うわけであります。林業と水産業の構造改革に向けた積極的な取組も期待したいと

思います。ちなみに、農林水産省と私どもが進めております農商工連携は、農業の

みならず林業や水産業も対象に取り組んでおります。 

 次に農業が抱える課題の原因には、新規参入がイノベーションを引き起こし、そ

れが新事業や雇用を創出していくという将来性のある産業としての魅力を発して

いないことが間々あるわけであります。農業改革においては、この状況を変えて成

長産業への脱皮を目指すべきだと思っております。農業が高収益産業、雇用創出産

業、地域活性化産業となることが必要であります。 

 ここは余りにも理想を述べておるようでありますが、これらについてどういう方

策でアプローチしていくかということを今後検討すべきだと思います。経済財政諮

問会議と農政改革関係閣僚会合とが連携して、農業を成長戦略の重要な部分として

位置づけて議論すべきだと思っております。今回、石破臨時議員から御提案のあっ

た「所有から利用への転換」に向けた農地制度の見直しは、その第一歩だと理解し

ております。実際の事業参入に障害がないよう、最適な農地を速やかに見つけ、地

権者と長期安定的な関係を構築できる環境整備もお願いしたいと思います。 

 次に２ページ目をお開きください。農業の成長産業化を象徴する事例として、先

ほど吉川議員からお話があった植物工場を取り上げたいと思います。先月、経済産
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業省内にモデル施設を設置し、毎週、説明会を開催しております。石破大臣にも鳩

山大臣にもお越しいただいた関係もあって、マスコミも大変注目しております。民

間議員の先生方にも是非御見学をいただき、経済界での新規参入の検討を広げてい

ただきたいと思います。本格的な拡大には課題もあります。農林水産省と連携し、

支援策を充実させていきたいと思っております。 

 最後３ページでありますが、植物工場を含めて農商工連携の支援に当たっては、

農林水産業の固定観念を打破して、こんな取組もあるのかといった驚きを目に見え

る形で示して、農林水産業の活性化に私どもも貢献したいと考えております。経済

産業省としては、先進的な取組を応援することにより、農商工連携が生産性向上に

向けた農業改革の起爆剤となるように努めるつもりであります。 

 あとの資料は参考にしていただければ結構です。 

 以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございました。 

 それでは、御意見のある方は御自由にお願いします。三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 石破臨時議員のお話を聞きまして、方向性については非常に力強く全

面的に同意します。是非とも具体的な施策をよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点だけ申し上げたいと思います。 

 やはり若者が農業に参入しなければ、持続性ある農業はできないことになります。

聞くところによりますと、今でも意欲ある若者はたくさんおりますけれども、そう

いう方々が農業経営のトップランナーとして先行して、各地で成功を収めることが

でき、しかも、農業従事者の間でそのような事例に従うという動きが広まる、こう

いうことが非常に大切ではないかと思っております。 

 したがって、産業としての農業の基盤を強化して持続可能なものにするためにも、

意欲と能力のある多様な担い手を、ここでいう農業経営体として位置づけて伸ばし

ていくことは、大変有意義なことだと考えております。 

 ２番目に申し上げたいのは、農業改革プランを是非ともやってもらいたい。一番

早くても来年度ということになるんでしょうか。そうすると検討は随分進むわけで

すので、それを先取りする形で、農業の分野から現在検討している成長戦略に織り

込む形で重点プロジェクトを作ったらどうだろうかと思っております。特区でも結

構です。これは農林水産省で是非とも検討していただきたいと思っております。 

 これを実施すれば、更に何が問題なのかという具体的な例も出てまいりますし、

もう一つは農業改革の先駆的な事例となり、農政改革は日本にとっては必要なこと

なんだということをショーケース的にも見せることができると思います。したがっ

て、生産者から消費者まで幅広い関係者が農業改革の意味合いと効果を実感できる

のではないだろうかと思います。したがって、是非ともこういうものを取り入れる

ということをよろしくお願いしたいと思っております。 

 以上であります。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） これまで改革に向けての具体的な施策というのは、経済財政諮問会議に
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おいても議論を重ねてまいりましたが、12月と本日、石破臨時議員がお話になっ

た改革プランにほとんど盛り込まれていると思っております。 

 また、今般、農政改革関係閣僚会合も設置されまして、改革を省庁横断的に進め

るという体制も整ったと思っていますので、これまでの各種提案を踏まえた形での

農政抜本改革の具体策を一刻も早く政府として決定して、実行に移していただきた

いと思っております。 

 特に農地の所有から利用への転換というのはいろいろ御議論もあるようでござ

いますが、改革の根幹をなす部分であると思っております。また、今後の農業の生

産性向上や競争力強化のためには、生産があって、加工があって、流通があって、

販売がある。場合によっては糞尿処理から飼料の再生まで、サプライチェーンとい

いますか、そういうもので相互連携を強めることが欠かせないと思っております。

それには、現状より更に民間投資を促して、また民間のノウハウも出させまして、

農業界と産業界の協力関係を深めていくことが大変役に立つと強く思っておりま

す。こうした取組によって農業経営体の成長が促されて、今後の担い手となる若い

人たちにこういう事業に参加していただける。産業として発展していくことを大変

期待しております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） 岩田議員、どうぞ。 

（岩田議員） それでは、２点ほど民間議員のペーパーについて補足いたしたいと思

います。 

 民間議員のペーパーの２ページ目の一番初めに「（３）農業分野における雇用吸

収」という項目を掲げてございます。先ほど石破臨時議員から御説明がありました

けれども、70歳以上の基幹的な農業従業者は 86.5万人おいでになって 44％を占め

ているんです。そうすると、その方々が 10年はもたないだろうとおっしゃったん

ですが、機械的に考えると毎年８万人から９万人ぐらいの方は恐らくリタイアされ

る可能性が高いと思います。そうしますと、農業の基幹従事者を維持するためだけ

で、農業への転入者が８万から９万必要だということに機械的に計算するとなるわ

けです。 

 現実にどのぐらい農業に転入者があるかというと、2007年 12月の調査によりま

すと 7.5万人転入しているんです。ですから、かなり見合ったような形にはなって

いるのですが、ただ、その中で問題は若い方、つまり 39 歳以下の方が１万 1,000

人しかおいでにならないということなので、ここは若返りを図りながら、８万人な

いし９万人という雇用を増やしていくことが大事なのではないかと思います。 

 関連の加工業や販売を増やせば、年間 10万ぐらい農業関連で雇用を新たに増や

す。今、雇用の問題は大問題だと思いますけれども、農業も有望な分野の１つだと

思います。これが１点目です。 

 ２点目は、民間議員ペーパーの３ページなんですが、上から３分の１ぐらいの

（３）の中にポツが３つあるんですが、そのうちの最初のポツで「現在は、主食用

米、転作作物、米粉用米、飼料用米等に複雑な補助が行われているが、総合的な穀
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物政策実施のためこれらを整理・集中化すること」と書いてあります。私も農林水

産省の方にもいろいろお話を伺ったりするんですが、実はいろんな補助金が出てい

て、お米関連だけで 5,000億ぐらいある。 

 ところが、目的を見ますと、いろいろ複雑で、果たして一貫した政策の下にこの

補助金が出されているのかやや疑問なものもある。 

 例を挙げますと、生産調整をやっていない部分というのは、水田のうち３割から

４割あると言われているんですが、その生産調整をやっていない経営体に対して稲

作構造改革促進交付金というものが出ていることがあるわけです。 

 それから、流通のコストですが、お米はまだ高いと言われておりまして、ここも

どういうふうに減らすべきなのかという論点が残っていると思いますし、民間議員

ペーパーにも出ていますが、転作した場合、転作した先できちっと作物を作ってい

るかというと、捨て作りになっているとか、無駄な補助金の使われ方が行われてい

るという問題点もありまして、私がお願いしたいことは、現在行われております補

助金の実態につきまして、現状がどうなっていて、どこに問題点があるのかという

ことを一度この場で御説明いただければと思っております。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 総務省的に言えば、地域力創造プランの中で地域おこし協力隊という、

海外青年協力隊の国内版みたいな形で、都会から農村あるいは林業への人の流れ

を作りたいということで、それを援助していく仕組みを考えております。それは

農村地帯に雇用が生まれるということとどちらが先でどちらが後の話かという問

題はありますが、そういう計画はいたしております。 

 それから、何度か申し上げましたけれども、先ほどの石破臨時議員の御説明で９

億 6,000万人が栄養不足状態にあって、１日に２万 4,000人が亡くなっているとい

う状況がございました。なぜ低炭素革命が必要であるかといえば、やはり一番にく

るのは食糧ですから、30年以内、25年以内に世界食糧危機がやってくると考えて、

その可能性をどこかに置いて、食糧の自給率を高めるということは心にとめ置いて、

その時になってからでは遅過ぎますので、お考えをいただきたいということがあり

ます。 

 もう一つ、これも石破臨時議員の御説明にあった農業の有する多面的な機能の貨

幣評価というものがあります。この問題は意外と重要で、共生という考え方をする

ならば、多面的な評価、価値があるわけですから、それに対するお礼というんでし

ょうか、都会からこうしたものに対するお礼という意味で、例えば昔言われた水源

税のようなものは、是非この機にお考えをいただくべきだと存じます。 

（与謝野議員） 中川議員、どうぞ。 

（中川議員） 財務大臣というよりも、現在の基本法を作った人間という立場で、お

二人の大臣と吉川先生の御発言を前提にして３点申し上げさせていただきたいと

思います。 

１点目は、日本は小さい国かもしれませんけれども、非常に細長くて、亜寒帯か

ら亜熱帯まであって、500ミリメートルしか雨の降らないところから 3,000ミリメ
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ートルも雨の降るところまである。私の記憶が正しければ、いわゆる都市近郊農業、

中山間地農業、それから、専業地帯農業の生産額はほぼ３分の１ずつである。つま

り、極めて多様な農業が与件としてあらざるを得ないということをまず頭に入れて

おく必要があるかなと思います。 

２点目が、非常に政治性が強いわけです。これは日本だけではございません。ア

メリカでも、ヨーロッパでも、あるいはインドでも、やはり非常に、この農業とい

うものは政治性が強いわけであります。これは良いとか悪いとかという議論ではな

くて、現実、私も経験していますし、各国の状況はそうだと私は思っております。 

その上で３点目ですけれども、農業基本法、あるいは現在の食料・農業・農村基

本法の、ある意味では反省でもありますけれども、目的をはっきりするということ

が極めて大事だろう。多分、現状認識と将来に対する危機と希望という点では、こ

の場の人たちは、多分、共通認識を持っているんだろうと思うんですけれども、そ

れでは、今度の改革は、目的は何なのだということで、吉川議員は３点お示しにな

っておられますけれども、目的をきちっとしておくことが、今後、極めて大事なこ

とではないかと思います。 

以上です。 

（与謝野議員） 他に御発言はございますか。 

（麻生議長） 民間議員ペーパーの「（３）『総合的な穀物政策』の構築」の中の「農

業経営体の水田経営による所得は安定化させる仕組み」というものは、所得補償

ですか。 

（吉川議員） そういうことです。 

（麻生議長） 所得補償ということは、米を作っているところで米粉を作ったりして

いるところは価格が安くなるでしょうが、その分補てんするということですか。 

（石破臨時議員） 他のものを作った方が得だということになりませんと、麦生産と

か大豆生産とかというものは進みません。 

水田経営の所得を安定化させる仕組みは、相当、多方面から精密に考えなければ

いけないと思っております。 

（吉川議員） そこの詳細設計ということになりますと、私は先ほど中川議員がおっ

しゃった、目的をはっきりさせるという、そこにも関わってくると思うんです。 

（麻生議長） 河村議員、どうぞ。 

（河村議員） 農業所得をどうやって上げるかという視点があります。これはいろい

ろ言われているんですが、１つは農業経営体が伸びるということは、直接、消費

者と結び付くことにつながっていくでしょう。それと、卸がいっぱい入ってきて、

実際の手取りが非常に低いという問題があります。 

（吉川議員） 先ほどもお話ししたとおり、米作中心に大規模化してもらうことが、

たしか農林水産省の資料では大規模層と零細のところで、米作などですとコスト

が２分の１ぐらいまで落ちるということだと思いますので、コストが２分の１ま

で下がることは、当然、その農家の所得も、その分、増えるわけですから、その

大前提として、大規模化するべきところについては米作等を、やはり所有から利
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用へということで、真の意味の面的な大規模化を、この際、実現する必要がある。 

ただし、それでも十分でなければ、それはほかの産業から応援をして、これは中

川議員がおっしゃった農業改革の目的とも関わるでしょうけれども、多くの国民は

日本の農業にやはり頑張ってもらいたいという思いがあるわけですから、応援はし

よう。しかし、応援する前提として、農業もある程度、自分たちで頑張ってもらう。

具体的には大規模化とか、そんな感じではないかと思っています。 

（与謝野議員） 石破臨時議員に質問がありますけれども、食物というのは産業とし

ては 100兆円ぐらいあるのではないんですか。 

（石破臨時議員） 最終消費額ベースで 100兆円まではないと思います。 

（与謝野議員） それは、生産している人がせいぜい 10兆円ぐらいで、残りの付加価

値はどこにいってしまっているんですか。 

（石破臨時議員） 流通の部分に相当いっているという認識を持っております。です

から、生産者の手取りが大体３～４割ぐらいだと思っております。 

（中川議員） 特に、輸入の分が途中から入ってきてしまいますからね。 

（松元内閣府政策統括官） 消費者の支出として 80兆円でございます。 

（石破臨時議員） 輸入した分も消費して、いろんなものを足し上げていくんです。

ですから、その自給率というものを上げていけば、そのシェアは当然高まるわけ

でございます。 

 所得倍増といった時に必ずまた議論になりますのは、安全で安心でおいしいもの

は、当然、そんなものは安いということの方がおかしいわけでございますから、そ

れなりの値段はいたします。ただし、値段をある程度下げていきませんと消費は増

えないということも歴然たる事実でございまして、確かにお米などは価格弾力性が

小さいと言われておりますが、やはり値段を下げなければ消費は上がらないという

ことはございます。値段を下げても消費は上がらないんだというのは、私は間違っ

た説明ではないかと思っておりまして、ある程度は、もちろん、リーズナブルな価

格であることは必要ですが、安全で安心でおいしいものを適正な価格という努力は

していかねばならぬだろう。 

 それから、流通をどう考えていくかということで、中間段階で相当取られてしま

っている。そして、どこで、誰が作ったものかが全く目に見えないものを食べるこ

とは本当によろしいことなのか。やはり、目で見えるところで食べる。地産地消と

いう言葉も余り濫用してはいけませんが、流通部分も相当に直していかねばならな

いだろうと思っております。 

多様な流通というものが確保されなければいけないので、私は今の流通システム

を否定するつもりは全くありませんが、多様な流通システムというものをきちんと

確保しておく必要があると思っております。 

（与謝野議員） それでは、今日のところはこれまでといたしまして、麻生内閣の重

要課題である、農政抜本改革について、貴重な御意見をいただきましてありがと

うございました。本日の御意見を、石破農政改革大臣の下で、改革の具体案づく

りに反映させていただきたいと考えております。経済財政諮問会議としても、農
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政改革関係閣僚会合と連携しながら、引き続き議論をしていきたいと思います。 

 それでは、プレスが入ります。 

（報道関係者入室） 

（麻生議長） いわゆる「骨太の方針」は、各省の翌年度の予算要求を幅広く束ねる

傾向がこれまで強かったと思っておりますが、私は是非、「骨太の方針」は、「日

本経済の再興に向けた基本設計図」というものを、是非、内容にして、メリハリ

をつけたものを作っていただきたい。これをまず最初にお願いをしておきます。 

農政改革につきましては、これは内閣を挙げて取り組み始めたところでありまし

て、６大臣会合などを開かせていただいております。是非、この経済財政諮問会議

でも、あるべき施策につきまして、議論をしていただければと思っております。 

加えて、新たな成長戦略。これは、この日本にとりまして最も大事なところだと

思っております。二階議員にお願いをしております、このとりまとめに関しまして

は、各省庁、関連しているところとタイムラグができないようにしていただかなけ

ればならないと思いますので、是非、早急に検討していただければと思います。よ

ろしくお願いを申し上げておきます。 

（報道関係者退室） 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いた

します。どうも皆さん、ありがとうございました。 

（以 上） 


