
  

  

  

    

    

    

 

   

   

        

               

       

     

       

     

         

     

        

     

 

 

 

 

 

 

平成 21 年第 15 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2009 年６月３日(水） 18:25 ～20:01 

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） 


（兼）財務大臣 

同 鳩 山 
 夫 総務大臣 

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）財政健全化目標の論点 

（２）農政改革 

３．閉 会 

（説明資料） 

○ 「平成 22 年度予算編成の基本的考え方について」ポイント（与謝野議員提出資料） 

○ 財政健全化目標の議論に向けた論点（有識者議員提出資料） 

○ 農政改革の展開方向（石破臨時議員提出資料） 

○ 農政改革について（有識者議員提出資料） 

（配布資料） 

○ 「平成 22 年度予算編成の基本的考え方について」ポイント（参考資料） 

（与謝野議員提出資料） 


○ 平成 22 年度予算編成の基本的考え方について （財政制度等審議会） 

○ 諸外国の財政再建計画（内閣府） 

○ 農政改革の展開方向（参考資料）（石破臨時議員提出資料） 

（概要） 

○財政健全化目標の論点

（与謝野議員） 財政制度等審議会の建議に関するポイントについて、財務省の事務方が

説明する。 

（丹呉財務省主計局長） 本日、財政制度等審議会において、「平成 22 年度予算編成の基
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本的考え方について」がとりまとめられ、与謝野財務大臣に手交されたので、そのポイ

ントを御紹介する。 

政府においては、2011 年度までのプライマリー・バランスの黒字化の目標が達成困

難になったという財政の極めて危機的な状況を真正面から受け止め、財政の持続可能性

確保に向けた基本的考え方を国民に示す必要があるのではないかと言っている。 

その際、以下の４点について留意すべきとの指摘がされている。 

第１が、プライマリー・バランスの目標達成時期を先送りせざるを得ないのは、それ

だけ財政が厳しくなったからであり、新たな決意を持って財政再建に取り組んでいただ

きたい。 

第２に、「基本方針 2006」の基本的考え方の重要性はいささかも変わらず、むしろ高

まっている。債務残高の対ＧＤＰ比の安定的な引下げのためには、プライマリー・バラ

ンスの黒字化の早期実現、更に、利払費を含めた財政収支の赤字の縮減を図っていくこ

とが必要である。 

第３に、持続可能な社会保障制度を構築し、中期的な財政責任を果たす観点から、と

りまとめられた「中期プログラム」をしっかりと実行していただきたいということ。 

第４に、「基本方針 2006」で示された 2011 年度までの歳出改革には、引き続き取り

組むことが必要であり、景気回復を確認した後は、財政の持続可能性を回復するために、

厳格な財政規律を確保していくことが必要であるということである。 

その上で、平成 22 年度予算については、経済状況にも適切に対応しつつ、「基本方針

2006」の考え方を踏まえた歳出改革を維持していくことが必要であると指摘されている。

これから、とりまとめが行われる「基本方針 2009」の議論の中で、この建議の趣旨を

反映させていただければと考えている。 

（岩田議員） 説明資料「財政健全化目標の議論に向けた論点」と、配布資料「諸外国の

財政再建計画」に基づき説明する。 

財政の健全化目標については、今般の経済危機によって、プライマリー・バランスを

2011 年度までに黒字化することは困難な状況にあると言える。 

しかし、2010 年代の初頭以降、団塊の世代が年金受給者になっていくと、高齢化が

更に本格化する。歳出・歳入両面での改革をしっかり行うことが課題になっていると考

えている。 

「短期は大胆、中期は責任」と総理がおっしゃっているが、そうした観点に立ち、経

済財政運営を行う必要があると考えている。 

配布資料「諸外国の財政再建計画」にあるように、先進各国とも景気回復後の財政健

全化の基本スタンスを明確化している。そういうスタンスを明確にすることによって、

市場の信認を得る。財政部門が将来不安定化することがないことについて、信認を得る

ことが景気回復をしっかりとさせる上でも必要だと考えている。 

そうした認識の下で、今後「基本方針 2009」に向けて、新たな財政健全化目標ある

いは歳出改革について以下の観点から検討すべきである。 

最初に、目標の在り方とその要件であるが、基本目標としては、債務残高対名目ＧＤ

Ｐ比率を目標の基本とするということ。ただ、その時に同時に安定化を図る道筋を制御

するフローの変数、中間の操作目標変数と言っても良いと思うが、直接政府がある程度

影響を及ぼすことができるような操作変数として、プライマリー・バランスを黒字化す

るということを位置づけるべきではないかと思う。 

現行の目標は、プライマリー・バランスを 2011 年度に黒字化する。ストックの方の

債務残高対ＧＤＰ比率、これは 2010 年代半ばまでに発散をとどめ、安定的に引き下げ

ていくという目標が、今、掲げられているが、この基本は債務残高名目ＧＤＰ比率であ
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る。 

２番目の論点としては、中期的な政策目標として、管理可能な目標であることが必要

である。余り遠くまでの先になってしまうと、どこまで管理するのかということになる

ので、せいぜい 10 年度ということを考えるべきではないか。更に頑健性というか、多

少の変動があっても使えるという、ある程度幅を持った目標である必要がある。しかし、

同時に、健全化することについて十分意欲的である必要がある。同時に、現実に達成可

能な範囲であるという、これはやや矛盾しているところがあるが、その２つの点を同時

に実現するということが必要である。 

また、経済動向というのは、極めて、まだ流動的な面も残っている。そういう変化に

応じて、目標を適時検証していくことが必要である。 

３番目の論点としては、重要なことは市場参加者から納得感や信頼感が得られるよう

な目標であるべきだということである。現実に、現在、マーケットを見ると、国債金利

を注視しているのは日本だけではなく、アメリカやイギリスについても、マーケットの

参加者はどうなるのかということをウォッチしている。こういうことを考えると、市場

参加者にも納得のいくような目標を置く必要がある。 

私どもエコノミストのヒアリングで御意見を伺ったが、政策的に制御可能なプライマ

リー・バランスの目標を例えば外してしまうと、市場の反応は厳しいのではないか、こ

ういうような御意見もいただいている。 

また、景気の回復がまだ十分ではないのに、長期金利が上昇してしまうということに

なると、回復がそこで頓挫してしまう恐れがある。財政の健全化目標ということをしっ

かりとマーケットの参加者に伝えるということが必要である。 

４番目は、目標を時間軸に沿って整理する。これも重要であり、10 年程度を視野に

入れた目標を立てるとともに、そこに至る道標としては５年程度という２つの時間的な

視野を置きながら整理したらどうかということである。現在、持たれている１つの目標

は、2010 年代半ばということなので、ある意味では 10 年ぐらいを視野に置いた目標と

いうことになろうかと思う。 

５番目は、財政収支の位置づけを検討することである、今、丹呉主計局長からお話が

あったが、利払費も含んだ財政収支の動向も同時に視野に入れるべきである。その点に

ついては、配布資料「諸外国の財政再建計画」をごらんいただきたい。 

１ページには、アメリカの財政再建の目標が記されている。オバマ大統領が就任して

から任期の１期目の終わりまでに、前政権から引き継いだ 1.3 兆ドルの赤字を半減する。

これはＧＤＰ比にすると、ほぼ３％程度であり、現在、ガイトナー国務長官が中国を訪

問しているが「３％前後に持っていくんだ」と改めておっしゃっている。 

このように、アメリカの場合には、13 年ぐらいまでの期間に半減する、という目標

を立てている。また、この場合、利払費も当然含んだ財政収支の目標である。 

民間議員ペーパーの３ページ目に、「２．歳出改革についての考え方」とあるが、引

き続き歳出改革を着実に実行すべきである。最初に 2011 年度までについては、「基本方

針 2006」の歳出削減の取組みを維持することが必要である。勿論、短期的に経済状況

が極めて悪化するような場合には、果断な対応を行うということである。1つ目に、予

算編成において戦略的なメリハリ付けを行うべきである。２つ目は、中期的には「中期

プログラム」に沿って対応すべきということである。社会保障部門については、安定財

源確保と並行して、社会保障の機能強化を図ると同時に、コスト縮減、給付の重点化等

の効率化を進めるべきである。同時に、非社会保障部門では規模を拡大しないことを基

本とすべきである。この規模について、色々な考え方があり得ると思うが、１つの考え

方は、名目で抑えるということがある。 
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以上のように、歳出改革についても上記２点を堅持していくべきではないか。 

（齋藤内閣府計量分析室長） 民間議員提出資料の補足として、経済財政の中長期の試算

について説明する。 

このベースとなっているのは、「経済財政の中長期方針と 10 年展望」のための「比較

試算」である。これについては、本年１月の経済財政諮問会議で報告している。ただ、

その後、足元の条件が大きく変化した。そこで、最新のデータや情報を踏まえて、この

比較試算を改定するべく現在、作業を進めているところである。本日は、まだ内容を精

査する必要があるが、議論の素材にしていただくために、現時点での暫定的な試算結果

を説明する。 

この試算は、比較試算における試算の考え方を基にしながら、その後、公表された「平

成 21 年度経済見通しの暫定試算」、平成 21 年１～３月期のＧＤＰ速報、それから平成

21年度の補正予算、あるいは足元における税収の減少などを反映させて試算している。

また、試算期間についても、2023 年度までの 15 年間としている。 

試算の前提であるが、経済や財政に関する想定の考え方については、基本的に１月の

試算と変えていない。マクロ経済面での想定としては、順調回復シナリオ、急回復シナ

リオ、底ばい継続シナリオという３つのシナリオを設定している。 

また、財政面での想定としては、１月時点と同じく社会保障の機能強化、消費税率の

引き上げ幅、それから歳出のパターンについて複数のケースを設定している。 

まず、経済想定の違いによってどのような差が生じるのかについて、社会保障の機能

強化を行い、それから消費税率を５％引上げ、歳出のパターンとして 2011 年度までは

14.3 兆円の歳出削減、その後は非社会保障歳出を名目額横ばいとするということを共

通の想定として試算している。ただし、底ばい継続シナリオについては、景気低迷が続

くので、消費税率を据え置くなどの想定をしている。 

まず、実質成長率については、順調回復シナリオでは、一時的に前回試算の成長率を

上回った後、中期的には１％程度の潜在成長率に回帰するという形になっている。 

名目成長率については、おおむね実質成長率と連動した動きとなっている。 

国・地方を合わせた基礎的財政収支、いわゆるプライマリー・バランスについては、

足元の 2009 年度については、税収の悪化あるいは補正予算による歳出増を受けて、赤

字が１月試算における４％程度から大幅に悪化している。その後、順調回復シナリオで

は、経済の回復に伴って、徐々に収支は改善していく。 

しかし、依然として 2011 年度には、１月試算時より悪化して大幅な赤字が残り、黒

字化するのは困難な状況にある。また、黒字になる年度も１月試算時は 2018 年度とな

っていたが、今回の試算によると、少なくとも 2020 年代の初めに後ずれするというこ

とになっている。 

なお、急回復シナリオでは、それより早く黒字化する一方で、底ばい継続シナリオで

は、試算期間を通じて大幅な赤字が続くという姿になっている。 

基礎的財政収支に利払い等を加えた財政収支であるが、順調回復シナリオは、2010

年代半ば以降、経済の回復に伴う金利の高まりによって、収支は徐々に悪化する姿とな

っている。 

公債等残高のＧＤＰ比は、基礎的財政収支の動きを受けて、順調回復シナリオではお

おむね横ばいで推移し、急回復シナリオでは低下傾向を示すことになるが、他方、底ば

い継続シナリオでは発散する結果となっている。 

次に、順調回復シナリオを前提にして、消費税率５％引上げの場合のほかに、税率の

据え置きや消費税率を３％あるいは７％引き上げる場合について試算している。これに

よってどういう違いが出てくるかということである。 
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基礎的財政収支の動きは、消費税率が７％の場合、あるいは５％引き上げた場合につ

いては、試算期間中に黒字化することになるが、他方で３％引上げの場合、あるいは据

え置きの場合には、試算期間中には黒字化しないということになっている。 

公債等残高のＧＤＰ比は、７％の場合であると低下傾向を示す。他方で、据え置きあ

るいは３％引上げの場合には、若干の上昇傾向を示すことになる。 

最後に、歳出削減について、これまで前提としてきたような厳しい歳出削減をする場

合とは別に、2011 年度までは 11.4 兆円の歳出削減を行い、その後も、非社会保障歳出

については物価上昇率並みの増加は認める場合について試算している。それ以外は、順

調回復シナリオと消費税率５％引上げを前提にしている。 

その場合、基礎的財政収支は、消費税率の引上げが終了する 2015 年度以降は、赤字

を残したままほぼ横ばいの動きとなる。そして、試算期間中には黒字化は達成できない

という姿になっている。また、公債等残高のＧＤＰ比は上昇傾向を示すことになる。 

（岩田議員） 基本目標となる公債等残高ＧＤＰ比率は、世界経済が順調回復するという

のが仮に標準的なシナリオとすると、その場合、10 年後に残高ＧＤＰ比率はほぼ横ば

いとの説明があった。 

もう１点、基礎的財政収支は、例えば 10 年後の 2019 年時点でも黒字化するには、ま

だ足りないとの説明であった。しかし、10 年ぐらいの視野でやはりフローでもストッ

クでも、すなわち基礎的収支で言えば黒字化であるし、名目のＧＤＰ比率で見た公債残

高ではやはり横ばい、ないしその後少しずつ下がっていくというような姿が望ましいの

ではないか。ここは実現可能なことと、しかし、同時に財政再建をしっかりやるんだと

いう意欲的なこととの両方の接点のようなところになるかと思うが、この説明があった

試算では、ストックとフローで見れば、標準シナリオであれば、努力をすれば何とか射

程に入るようなことかと思う。 

同時に、基礎的収支については、５年後であると 2014 年というようなことになるが、

この場合だと、基礎的収支は勿論、黒字ではないが、例えば半分以下にするとか、そう

いうようなことは射程に入っている話ではないかと思う。 

（吉川議員） 財政健全化の目標としては、岩田議員から御説明があったように、５年な

いし 10 年を見通して、ストック、具体的にデットＧＤＰ比、それからフロー、例えば

プライマリー・バランスの両方を見ていくということが正しいと思う。 

今後５年くらいのフローの財政運営について発言させていただく。2006 年の基本方

針、いわゆる歳出・歳入一体改革には、私も当時の諮問会議で、その基本方針づくりに

参加させていただいたが、経済が大きく減速する場合には、財政健全化のペースを抑え

るなど、柔軟性を持った対応を行うという、いわゆるエスケープ・クローズを原則とし

て書き入れた。 

現在の日本経済は、まさにその状況であるが、ただし、当時エスケープ・クローズを

議論した時に、エスケープ・クローズだけだと永遠に目標が達成されない、ということ

を話し合っていた。例えて言えば、ある一定の速度の自動車で高速道路を使って目的地

に行くという目標を掲げた時に、霧が濃くなってきたら安全運転のためにスピードを落

とす、これは正しいと思うが、霧が晴れてきても、しかるべくアクセルを踏まなければ、

予定どおり目的地に着かないことは明らかである。 

したがって、今のような経済が非常に厳しい時には、「基本方針 2006」の原則で言っ

たとおり、財政健全化のペースを抑える。あるいは更に踏み込んで経済対策を打つこと

についても、我々はそうやるべきだと言ったわけであるが、もう一方で、今後５年くら

いを見通した際に、経済がしっかり回復してきたという時には、果断に財政再建のアク

セルを踏まなければいけない。それをやらなければ、先ほどお話ししたとおり、永遠に
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日本経済、財政の健全化という大目標は達成できないわけだから、そのことはやはり強

調しなければいけないと思う。 

（鳩山議員） ５月27日に国と地方の定期意見交換会を官房長官主催で開催した。今日も、

地方団体との会に出席していた。今日は総理に全国市長会に出席していただいた。 

そうした中で比較的言われることは、地方の定員削減はものすごい勢いでやっている

のだと。そこで地方のプライマリー・バランスが好転したことを地方の余裕と言われて

は困るので、地方の努力によってプライマリー・バランスが改善したということを御理

解いただきたいと言われる。 

それから、今回、大変な経済対策をやっていただいているので、非常にありがたいと

いう感謝の気持ちであるが、これは 100 年に１度ということでやっていただいて、これ

が切れた後が怖いという意見が非常によくある。 

それから「中期プログラム」には期待をしているが、是非地方消費税のお願いをした

いということ。それから「基本方針 2009」を策定されていくに当たって、地方分権の

改革の道筋を書き込んでいただきたい、直轄事業負担金などは毎回言われているが、そ

のような話が出ている。 

（三村議員） 企業でも色々な環境の変わり目の中で、思い切った施策を打つためには、

どうしても財政が健全でないといけない。 

私ども、経済財政諮問会議で色々なことを議論させていただいた。活力と安心実現の

ための施策という形で、例えば教育の問題、格差是正の問題、社会保障の問題、少子化

対策の問題あるいはさらなる将来の成長に向けた施策について色々議論させていただ

いた。これはみんな必要だと思っている。しかし、一方では財政健全化ということがな

ければ、これはまたできないということで、トータルとして、こういうものを最終的に

全部実現させるためには、どうしても財政健全化の道筋や目標といったものが必要だと

思っている。したがって、今日の民間議員のペーパーに私は大賛成である。 

それから、足元の景気対策で、15 兆程度の補正予算を出したわけだが、考えてみれ

ば、これがなかった場合とあった場合を比較してみた場合、これはワイズスペンディン

グが実行されている限り、これをやったことの方がトータル的には財政健全化に役立っ

ているはずなのだと思う。 

したがって、今回のものが財政健全化に悪影響を与えるとか、そういうことではない

と私は思う。ただ、これが効果を上げれば、勿論、吉川議員の言ったように、元に戻す

ことが必要だと思っている。 

非常に難しい２つの中で、我々としては道筋を選ばなければいけないということをど

うやって国民に理解してもらうのか、これは非常に大切なことでもあり、難しいことで

はないだろうかと思っている。 

（二階議員） 思い切った財政出動を行って、このことは、私はやがて必ず評価される時

代が来ると思っているが、財政健全化に取り組む、財政規律の重要性ということを、政

府としても思い切ってその姿勢を示すことが重要であると思っている。 

日本経済の不況を脱して、回復軌道に乗せるということが最優先であるから、景気の

動向に十分注意を払いながら、必要に応じて柔軟性を持って対応することが改めて大事

だと思っている。 

したがって、今後、歳出面では、いつでも一律削減というのではなくて、未来開拓戦

略等の施策に重点配分を行うなど、メリハリの効いた財政運用は必要であると思ってい

る。 

（張議員） 財政健全化目標の枠組みやその水準については、努力すれば達成可能なレベ

ルを皆で議論していくということであるが、重要なのは、先ほども出ていたように、政
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府がその目標に向けて取り組む姿勢を明確にする。そして、財政規律を維持していくこ

とだと思っている。 

歳入が減少する中では、真に経済成長や雇用・生活の安心につながる予算は手当する

必要があると思うが、一律に予算を増加させるというわけにはとてもいかないだろうと

思っている。 

こうした観点から「基本方針 2006」の取組みを維持しながら、今後のシーリングの

中で重点化すべき分野と効率化すべき分野をしっかりと議論していくことが不可欠で

ある。社会保障に関しても同様で、今後機能強化に向けて取り組んでいくことになるが、

その中でも給付の重点化やコスト縮減など、メリハリをしっかりと付けていく必要があ

る。 

（与謝野議員） 次回の諮問会議では、本日の論点の議論を踏まえ、民間議員から財政健

全化目標について、具体的な提言をお願いいたしたい。 

（石破臨時議員入室） 

○農政改革

（与謝野議員） 石破臨時議員に御参加いただき、農政改革について御審議いただく。 

（石破臨時議員） 説明資料「農政改革の展開方向」とその参考資料に基づき、平成の農

地改革について説明する。 

説明資料の１ページ。現在、農地法は衆議院を通り、参議院の審議待ちとなっている。

農地法の施行以来、最大の改正と思っている。これまで自作農主義、耕作者主義という

ことを申しており、戦前大地主が各地に農地を持っていた。自分で農地を所有すること

が、最大限に利用するインセンティブになるという考え方で農地解放を行った。それに

よって、自作農は増えたわけである。 

それは耕作者主義という言い方を変えてきた。耕作する者が農地を所有することが最

も適当であると農地法の１条に書いてあったが、問題は農地を所有しながら利用しない

という人が随分と増えてきたこと。これを何とかしなければいけないということで、利

用ということに焦点を当てて、今回の改正案を国会に提出しているところ。 

1 ページ右上に「面的集積のイメージ」があり、現状はこのように小さく分かれてい

るということだが、それを望ましい姿に移行させたいと考えている。 

「経済危機対策（21 年度補正）」では 3,000 億円の基金を積んでいるが、農地を持っ

ているけれども、人に貸したいという気が余り起こっていない。これは貸し手にインセ

ンティブを与えないと動かないという判断に基づいているものである。農地は必ず返っ

てくるという担保も付けて、10 アール当たり１万 5,000 円を最長５年分支援する。つ

まり、１ヘクタールは 10 倍なので 15 万円となり、最長５年間ということになれば 75

万円の支援ということになる。 

これをやることで集積をしなければならないという思いである。地方に行くとわかる

かと思うが、もうつくらないという耕作放棄の問題は中山間だけではない。平場で条件

の良い場所でも、もうつくらないという方が多いのはなぜかというと、２反や３反でも

機械を買わなければいけない。共同で使ったら良いのではないかという話もあるが、農

作業は土曜・日曜に集中するものであり、機械がワンセットだけではどうにもならない

ということで、どの農家も 200 万円も 300 万円もし、１年で償却が 90 万円となるよう

な機械を持っているわけである。 

昭和１桁生まれの方に担ってきていただいたが、次の代になって、農地は貸さない、

農業もやらないということが、現実に起こっている。今これを加速しないようにしない
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といけないので、もし１ヘクタールであれば 75 万円支援し、貸した農地は返ってくる

ので、どうぞ貸してくださいということで、今回の補正で基金を積んだ次第である。 

これが平成の農地改革というものであり、周知を徹底しなければならない。農林水産

省として、「経済危機対策」で１冊のパンフレットを作成した。これには逆引き表をつ

けており「あなたはこんなことに困っていませんか」と思われるものをずらっと掲載し

て、「その解決のためにはこの事業があります」というふうにつくらせていただいた。

面積集積を図ることが平成の農地改革と考えているところである。 

次に、問題となっている米政策について、水田農業政策のあり方検討ということであ

るが、なぜ自給力を向上させねばならないかという話をさせていただきたい。 

参考資料「農地改革の展開方向」の１ページ目。穀物市場がいかに不安定かというグ

ラフである。日本は 1970 年代に穀物危機を経験した。アメリカが大豆を２か月間禁輸

して、日本国内が大騒ぎになったことがあった。なぜあのようなことが起こったかとい

うと、アメリカはアンチョビという魚を餌に使っていたが、アンチョビが不作になり、

大豆かすを餌にすることになった。そのため大豆の需要がものすごく上がり、それによ

ってアメリカは禁輸を行ったという背景があった。 

1973 年に、大豆の国際価格が４倍になり、1973 年～1974 年にかけて小麦が４倍にな

り。1974 年にトウモロコシが３倍になったというグラフである。ところが、穀物生産

については、1972 年に穀物の生産は３％減っただけなのに、1973 年に大豆は４倍にな

った。これが穀物市場の特色である。 

何でこんなことが起こるのかということだが、2ページをご覧いただきたい。日本で

は平成５年に米の大不作の年があり、米の収量が 26％落ちて、274 万トン減産というこ

とになった。そのため日本が米を買い付けに出たが、そのときに米の値段が２倍に跳ね

上がった。このように、日本が買い付けに出ただけで、米の値段は倍に上がったという

ことが御納得いただけるかと思っている。 

何故このようなことが起こるかという話が３ページに記されている。生産される穀物

のうち、どれぐらい貿易に回っているか。自動車は生産の４割が貿易に回っており、石

油は生産の６割が貿易に回っている。ところが、米は生産の７％しか貿易に回っていな

い。トウモロコシは 12％、小麦は 19％ということで、どの国も自分の国が生きること

を優先する。自分の国で食べることを優先し、穀物の貿易がタイトになると、そもそも

市場が薄いので、少し不作でも値段が上がるということがある。 

先進国は自給率を上げるということを当然の政策として行っており、日本はそうでは

ないという状況にある。自給力・自給率を上げていかねばらない。米を一口食べると自

給率は１％上がり、朝・昼・晩一口ずつ食べると３％上がる。一膳食べると８％上がり、

朝・昼・晩食べると８％×３食で 24％上がって、自給率問題は解決ということになる

わけだが、なかなかそういうことにならない。 

ひところの米の消費量は半分に落ちている。昭和 37 年には、みんな御飯を５杯食べ

ていたと言われるが、今は 2.7 杯しか食べない。今ある水田の６割で国民の米は賄えて

しまうわけであり、残り４割をどうするかということが生産調整である。 

フルにつくられると、さらに値段は落ちる。ではその４割で小麦や大豆をつくっても

らい、自給率を上げてほしいということで、一種の生産調整がある。これはカルテルと

いう人もいるが、それだけではなく、組み合わせて小麦や大豆をつくってくださいとい

う政策を今までやってきており、これが生産調整といわれるものである。 

これを、これから先どうするかということで、米の値段を維持し、小麦、大豆をつく

って自給率を上げましょうというのは、それはそれとしてきれいな政策だが、これを

40年間続けてきた結果として、農村地帯のものすごい疲弊というものが起こってきた。 

8


平成 21 年第 15 回経済財政諮問会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あなたのお仕事は何ですか」と聞いて、「農業」と答える人、フルタイム農業に従

事しておられる方々を基幹的農業従事者と申しているが、この６割は 65 歳以上である。

10 年前は６割が 55 歳以上、20 年前は６割が 45 歳以上だった。20 年前から現在まで、

同じ方々が農業を主に担っている。このままいくと、10 年経てば、日本の農業を主に

担う方は 75 歳以上に必ずなる、20 年経てば 85 歳以上になる。このような国は世界中

に日本しかない。 

農業所得は、平成２年～平成 17 年の間に半分に落ちた。そして、農地はどんどん減

っているわけであり、ヒト・カネ・モノ全部が低落傾向にある。 

また、生産調整は農業共同組合が主体になって行っているが、実際に生産調整をやる

というのは、それぞれの村にとっては大変である。この問題点は幾つかある。 

１つは、みんなに迷惑をかけないように生産調整するということになっており、努力

の末に価格を構成しているが、３割の人がこれに参加していない。そうすると、生産調

整に泣く泣く参加した人たちがつくった価格に生産調整に応じない人がもうけを得て

いる。どう見ても不公平ではないかという不公平感が一番の問題である。 

また、構造改革、すなわち大規模化が進んでいない。大豆・麦等の作付けも定着・拡

大をしていない。 

４ページ目。生産調整のシミュレーションの予測。生産調整を色々な手法でシミュレ

ーションするとどうなるかというグラフが、米政策シミュレーションによる予測である。

これはシナリオとして、「生産調整強化シナリオ」、「現状維持シナリオ」、「生産調整緩

和①シナリオ」、「生産調整緩和②シナリオ」、「生産調整廃止シナリオ」でグラフを作成

した。これは、いろいろなデータを入れてつくったものであり、今までこういうものは

公表していなかった。色々なケースを想定したのは、今回が初めてである。 

生産調整をさらに強化するといった場合には、米の値段は高い水準で維持されること

になる。しかし水準が高いので、どうしても需要は減る。そうすると、結果として生産

は下がるというのが「生産調整強化シナリオ」である。 

「現状維持シナリオ」の場合には、生産調整の手法を現状で維持したとしても、日本

の人口は減り、高齢化にもなるから消費は減る。その場合でも米の需要は下がるので、

価格は少しずつ下がっていくことになる。 

では、生産調整を全部やめたらどうなるのかというのが、一番下の紫色のグラフであ

り、全部やめて、みんなが好きなだけつくるということになると、一時的に需給は全く

不均衡になり、値段はものすごく下がるということが起こる。そのうち見えざる手によ

って、どこかで均衡するが、一遍にどんと下がるということで本当に耐えられるかとい

うことになれば、その答えは否ということになろうかと思う。 

シミュレーションについては、いろいろな前提を付けて、いろいろな場合を考えて詳

細に行っているところである。これは公表しているので、いろいろな御意見、御批判が

出ている。 

配布資料５ページ目。幾つかアンケートが出ており、１つは朝日新聞と東北大学が共

同で、東北地方を中心にアンケートを行った。結果は、「あなたは減反についてどう思

いますか」という質問に対して、「廃止されるべき」という方が 16％、「大幅な見直し

が必要」という方が 49％で、合わせて 65％となる。「若干の見直しは必要」という方が

23％、「継続されるべき」という方は９％であった。 

仙台の河北新報社で、米どころの地域を中心にアンケートするとどうなるかというこ

とだが、設問のとおり申しあげると、「生産調整の緩和に意欲を見せる石破農相の姿勢

について」調査すると、「評価する」という方が 54.5％、「評価しない」という方が 43.1％

ということである。 
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「評価しない」と回答した理由を聞くと、「米価が下落し、農業経営が行き詰まる」

から減反の緩和などだめだという方が５割、「自己責任で対応するには限界がある」と

いう方が１割、「休耕田・耕作放棄地が増える」からだめだという方が１割、「その他」

が３割ということである。 

東京大学大学院の鈴木先生が調査された結果は、米の減反政策について「やめた方が

良い」という方が６割、「継続した方が良い」という方が４割弱。継続した方がいい理

由を聞くと、米の値段が下がっては困るというのが一番の理由である。 

最後に、日本農業新聞。農政の見直しについてどう思うかという調査の結果、賛成が

約 37%、反対が約 28%、どちらとも言えないが約 33%ということである。しかし、反対

といわれる方でも、生産調整の見直しは必要だという方がおり、何を望んでいるかとい

うと、米粉とか餌米をもっとやってほしいという「水田フル活用の定着」。あるいは「生

産調整の選択制と所得補償を導入」ということ。他のアンケート調査も、傾向としては

同じものが出ている。今のままで良いという方は非常に少なく、どのようにして所得を

確保するかということと合わせ技で考えていかなければいけないと考えている。 

生産調整については、答えは出ていない。現在、農水省として評価アンケートを取っ

ている最中であり、このように反対と言われる方々の御意見に対して、どのように丁寧

に答えていくかということが一番肝要ではないかと思っている。現在、二次シミュレー

ションやアンケートを行っているところだが、経営者の創意工夫が発揮されることが必

要。たくさんつくってコストを下げて、安くていいものを売りたいという経営判断もあ

れば、減反に参加しても、所得を確保したいという経営判断もあるかもしれない。ある

いは少量だけ、１俵３万円で米を売りたいという経営判断もあるかもしれない。経営者

の創意工夫を発揮していただけるような工夫が必要だろうと思っている。また、不公平

感がなくなること、大幅な過剰在庫が生じないことも必要であろう。 

もう１つは、担い手の経営がきちんと成り立たなければ、そのほかの人たちの経営も

成り立たないということはよく考えるべきだろうと思っている。担い手がきちんと経営

するということが、農業全体を維持していくために必要だと考えている。 

政策の選択については、相当にきめ細かくやって、納得感を得ることが必要であると

考えている。 

基幹的農業従事者は 65 歳以上が６割と申し上げたが、急いで対応しないと、各地で

集落の崩壊が起こり得るので、極めて急ぐ必要があるだろうと思っている。 

説明資料の３ページ、「農山漁村の機能発揮のための支援のあり方」。洪水の防止や崖

崩れの防止等、農業の多面的機能には約８兆円の価値があると言われている。これをど

うやって保っていくかということであるが、農山村に人が来ない、若い人がいない。今

回の雇用対策で、「田舎で働き隊！」事業を行ったが、当初は約 800 人の参加を想定し

ていたが、2,479 人が参加し、ニーズは相当なものである。 

もう１つ、バイオマスをどうするかということ。今あるバイオマス資源をきちんと利

用すると、関東地域に約 1,800 万世帯あるが、この全部に必要となる電力に近い電力供

給が可能という試算も出ている。 

農業問題も非常に重要であるが、例えばバイオマスの利用というのは、ヨーロッパの

林業国の約 100 分の１しか利用されていない。日本の林業の生産コストは、大体ヨーロ

ッパの林業国の 10 分の１の生産効率しかない。これをどうやって上げていくか。これ

から先の農山村を考えるときに、若い人たちに来てもらうことも重要、それも全力を挙

げてやるが、林業というものをどう考えるかということが極めて重要であろうと考えて

いる。 

限界集落というのは、本当に嫌な言葉であるが、たくさんある。そこに集落営農や経
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営マインド等申し上げても、そういう状況は通り越しており、産業としての農業生産と

社会政策としての農林水産行政を両方合わせて考えていく必要があると考えている。 

今後御指示をいただきながら、農政改革に広い御理解をいただき、消費者、納税者等

も、みんな同じ思いでいると思うが、方向性についていろいろな御意見があるので、き

ちんと承った上で農政改革を確固たるものにしたいと考えている。 

（吉川議員） 資料「農政改革について」を御説明する。 

「産業としての持続性」、「食料供給力」、「農村の活力」の３つの再生を目指した抜本

的な農政改革が必要だと考えている。先般４月の「農政改革の検討方向」に沿って本年

夏に具体的な政策をとりまとめて、１兆円の補正予算から平成 22 年度予算編成へと農

政改革の着実な実行につなげていく必要がある。改革に向けて先行モデルをできるもの

から順次実行に移して、ベスト・プラクティスを全国に展開していくべきだと考えてい

る。 

特に、日本の農業をめぐるさまざまな問題の核心は、米、麦等の穀物といった土地利

用型農業にあるわけなので、農業経営体の自由度を高める仕組みを整備して、国民が真

に利益を実感できるような改革をすべき。 

一方で、人口減少や兼業機会の喪失によって、地域の活力が失われている。そうした

農山漁村の活力の再生に取り組むべきである。 

改革について。「（１）『平成の農地改革』法の早期かつ円滑な施行」。 

農地の「所有から利用への転換」という法の趣旨を現場に周知徹底すべきである。 

平成 21 年度補正予算で実現した 3,000 億円の「農地集積加速化事業」の効果を毎年

度検証しながら有効に活用して、土地利用型農業の大規模化を実現すべきである。 

２ページ目、「（２）農業経営体の育成・確保を通じた農業所得の増大」。 

十分な農業所得を確保できる農業経営体への支援を強化して、農業経営体の参入促

進・育成・支援に関する施策を総合化すべきである。 

生産・流通・販売を通じた農業所得増大に向けた工程表を早急につくって、平成 22

年度当初から可能なものから実施に移すべきである。 

「（３）米政策の抜本的見直しを含めた穀物政策の総合化」。 

とかくわかりにくく複雑な土地利用型農業・穀物に関する政策を見直して、総合的穀

物政策を本年度内にとりまとめて、実施に移すべきである。 

米政策の在り方については、関連施策との組み合わせと国民経済における便益を具体

的な政策の選択肢として早急に示すべきである。 

「（４）農山漁村の活力の再生」。農山漁村の活力の再生が重要である。 

（二階議員） 民間議員の先生方からの御提案の中で、農政改革の検討について、「産業と

しての持続性の再生」を最初にうたわれたということは大変意義の深いことで、重要な

ことだと思っている。農業が持続性を取り戻すということ、そして、事業者による新規

参入やイノベーションを促進して利益を上げる産業になることが何よりも大事であろ

う。 

経済産業省では、以前に植物工場を展示したことがあるが、最近、新しい形の植物工

場ができたので、もう一度展示しようということで、ＬＥＤを活用して無農薬のレタス、

トマト、その他の農産物、野菜を主に展示している。外国から来られたいろいろな閣僚

や関係者に話をすると、皆、喜んでその植物工場を見に行かれるわけだが、一般の方々

も見学に来てくれている。農協中央会の幹部が来られたのて、この話をすると、すぐ見

に行くということで見学に行かれた。 

麻生総理が御視察に行かれた千葉県松戸市の植物工場、あるいは農林水産品を冷凍保

存する技術を持った柏市の企業等が、新たなビジネスチャンスをもたらす存在として、
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農業革命や水産革命につながるのではないか。このような従来型の農業とは異なる先進

的な取組みを、事業者を中心として広めていくことによって、農業生産だけではなくて

加工や流通といった幅広い分野において新たな挑戦のテーマが見つかり、農業革命、水

産革命を通じて、新規参入が進むことが予測されている。 

今後とも農林水産省と協力しながら、農業の新たな将来像を見出せるように、先進的

な取組みを推進することで、農業が成長産業に脱皮できるという具体的な取組みを進め

てまいりたいと思っている。 

（三村議員） 日本の農業が危機的状況にあり、一刻も早い改革をするとの石破大臣の言

葉には誠に共感する。したがって、スピーディーな対応が必要だとまず考える。 

それから、今回の「平成の農地改革」法だが、これは大きな前進であり、我々として

も高く評価したいと思うが、やはり「所有から利用への転換」というこの法の趣旨を現

場に徹底するとともに、運用も含めて意欲ある担い手の積極的な参入が促進されるかど

うかということをよくチェックし、その場合、更に必要であれば制度面での手当ても要

るのではないだろうかと考えている。 

２番目として、農政ということになるとやや生産者のことが議論される。しかし、そ

れを食べる消費者がいるわけで、生産者だけでなく消費者にとってもメリットがあるよ

うな農政を追求すべきであると思っている。 

現在の米政策は、国全体としては例えば財政支出による負担だけではなく、むしろ米

価維持による消費者の負担も大きくなっているのではないだろうか。したがって、この

政策のどれを取るかということを評価するときには、是非とも消費者にとってという点

も考慮して行っていただきたいと思う。 

（河村議員） 石破大臣のお話を聞いていて、一つの大きな方向だと思うし、農商工連携

が生まれて魅力ある農業をつくっていくという方向を目指さなければいかないと思う

が、現実に、現場はまだなかなかそういう形になっていないのではないかという心配が

ある。 

この前、一定の生産調整もしながら水田をフル活用するのだという一つの大方針が出

た。これをこれから続けていくのか。それから、今の減反政策を変えるべきではないか

という話。資料にあるアンケート等でも皆さんそう思っていらっしゃるのはわかるが、

例えばまだ農家の方々がどうしたらいいのかということがもう一つ、染み込んでいかな

い。 

私も石破臨時議員が言われた方向は間違っていないと思うし、私の地元などでも実際

に農家の方々は非常に不公平感を感じている。一生懸命、真面目に減反をやったところ

が恵まれていないという思いがある。この思いをどうやって受け止めるかということに

なると、相当、説明責任を果たしながらやってもらわなければならない。 

それから、各方面の動きを見ていても、まだ一つの方向になっていない。また、全戸

満額所得補償というような政策提言もあるが、これについて少し敷衍していただきたい。

（岩田議員）今の点とも関係するが、３点申し上げたい。 

１点目は、毎年行われている河北新報社のモニター調査で、何を一番農家が欲してい

るかというアンケートがある。勿論、お金がもう少し欲しい、補助金が必要だという声

もあるが、中長期ビジョンの提起というものが 28.6％で、つまり中長期に日本の農業

がどういう姿になっているかをはっきり示してくれというのが一番多いというのは私

にとってはとても印象的だった。中長期的な方向性についてどこが正しいことを言うの

か。これは財政再建、金融政策についても同じだと私は思っているが、中長期的に正論

を説き続けることがやはり政策を担当する者にとっては極めて重要な点ではないかと

いうことである。 
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２点目は、やはり意欲を持っている若い方が参入したいと思うような農業でなければ

いけない。ところが、１ヘクタール以下が大部分を占めているわけだが、そういうとこ

ろだと時給が 300 円、最低賃金にも満たない。これでは若い方は意欲があって始めよう

と思っても、自分の将来設計、生涯設計の姿が描けない。それだとやはり、ちょっとや

ってみようと参入したけれども、実は自分の一生を考えるととても農業では食べていけ

ないと思って撤退してしまう。つまり能力とやる気のある方の創意工夫を生かすような

経営ができる環境づくりをやはりやるべきである。それは中長期的な視点に立ってやっ

ていくべきではないか。 

３点目として、私は今回の補正の一番重要なところとして、先ほど大臣の方から御説

明があった「農地集積加速化事業」を前向きにとらえるべきであるし、将来を考える上

で極めて重要だと思う。 

しかし、今の補助金の全体の体系が、生産調整をどうやって守らせるかということで

できている。そうすると、例えれば、車で前へ行こうと思ってアクセルを踏む一方で、

ブレーキの方も同時に強く踏んでいる。ブレーキを踏んでおいて、それでは加速化しま

しょうとアクセルを踏んでも空回りして、実際は動かない、車は前進しない。そういう

姿なのではないかと思う。 

もしそうだとすれば、やはりブレーキの部分は、少しずつ中長期的に減らしていくと

ような姿で、漸進的に、方向性は明示して、少しずつ、一歩ずつ、中長期的に望ましい

形になるように補助金体系全体も見直していくというような姿が望ましいのではない

かと思う。 

（張議員） 私は、産業として発展可能な農業を実現することは大変重要だと思っている

ので、それに関して３点提案したい。 

１点目として、今、議論が色々出ているが、まずは成功事例をつくって成果を目に見

える形で示すことで関係者の相互理解が深まることが大切だと思っている。提言の中で

も、先行モデルの実行によるベストプラクティスの全国展開という考え方が示されてい

るが、国が主導して早期に具体的なモデルをつくるべきだろう。そうした成功事例を積

み重ねることで、産業として発展可能な農業への理解を広げて改革を加速化していく必

要がある。それで、モデル事業を通じて意欲のある生産者や企業、地域の参入を促して、

まず実績を上げるということである。 

２点目として、同じく産業として発展可能な農業の実現のために、農業を生産・加工・

流通・販売まで幅広くビジネスとしてとらえる必要があると思っている。それで最終消

費者が求めるものを小売から生産へとフィードバックして伝え、売れる農産物をつくる

という、市場ニーズを起点としたものづくりの発想が大切だろうと思っている。 

また生産段階だけでなく加工・流通・販売も併せて、売れる農産物を市場に送るため

の経営感覚というものは大変大事だと思っているので、そういった意味では商業分野、

すなわち小売業等の経営感覚を何らかの形で導入する、あるいは利用するといったこと

を考えてはどうか。そのために現在の農産物の流通ルートを、消費者から遡って生産現

場まで繋ぐ仕組みが必要なのではないかと思う。 

３点目として、更に農業をより強化するためにより良い商品をより安く作ってより早

くお届けするという工業的な考えも取り入れることを提案したい。 

農業は自然を相手に、しかも生き物を扱うという産業なので、工業的な考え方は当て

はまらないことも多いが、例えば作業手順を考えた農場づくりとか、需要予測に基づい

た生産計画とか、コスト削減、先ほど大臣もおっしゃった効率化とか、工業が大変得意

なこういうことも少し利用していただいてはどうか。折角所有から利用へという法改正

をするので、是非、みんなが参入できるようにして、それを利用していただけると有難
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いし、農業の担い手の育成プランの中にもこうした異業種と付き合う機会、学ぶ機会を

取り入れる、あるいは異業種の人材を迎え入れることも有効ではないかと思っている。

（鳩山議員） 世界食料危機がやってくることは間違いないので、米をうんと食べて食料

自給率を高めていかなければならないし、耕作放棄地は解消していかなければならない

と思っている。 

私は色々なところへ行くが、赤カブをつくっている２件の赤カブ農家は２件で１億円

の売上げ。これも農業。 

水田に命をかけて懸命にやっている担い手の方もいる。一方、先祖伝来のわずかな田

んぼをやっている。これも農業。 

その辺をきちんと全部整理するのは大変だと思うが、わかりやすい農政をやって、う

まい具合に集積をしていただきたい。ただ、大事なことは農村地帯で食料が生産されて、

大都市の住民はそれを食べているという感謝の気持ちが表れること。これが共生の思想

である。 

（石破臨時議員） さまざまな指摘をいただき、感謝する。 

三村議員のおっしゃる消費者の視点はまさしくそうで、日本の場合に消費と生産の現

場が乖離をしており、これをどうつなげるかだと思っている。これも残念なことだが、

去年色々な事件が起こった。偽装が沢山起こったわけである。 

食の生産現場と消費現場を近づけるということがなければだめなのであって、消費者

の方々にこれがどういう意味を持つのか、この農政改革は消費者にどんな利益があり、

それがＷｉｎ－Ｗｉｎの関係で、どうやって生産して利益になるのかということをきち

んとお話しして説明をする必要があるということは、よく認識をしているところである。

河村議員から指摘をいただいた所得補償の政策提言というのは、米については７～８

年前は選択制という議論もあった。それが参議院選挙のときには生産調整は廃止、減反

廃止、所得補償。一番新しいものでは、生産目標を定めると言っている。どれが本当な

のか分からない。 

米のみならず、麦にもトウモロコシにも大豆にも牛肉にも豚肉にも卵にも全部、生産

目標を設定するという。生産者の意向を踏まえて設定し、消費者はどこにも出てこない。

今年、日本国民がどれだけ牛肉を食べるか、どれだけ豚肉を食べるか、どれだけ卵を

食べるかなどということを決められれば、誰も苦労はしない。それをどのように全国で

決め、それをどうやって 47 都道府県に配分し、どうやって各市町村に配分し、どうや

って各農家に配分するかということは、一切分からない。その事務の負担たるや、今、

米だけでもこれだけの負担が現場にかかっている。これを全部やるということになると、

日本国中が大混乱になる。 

「そんなことはできませんよ」ということをきちんと今まで言っていないので、これ

は何がおかしいのかということをきちんと言うところから始めなければならない。実際、

この提案は実現不可能で、まずそこをきちんと押さえた上で、議論をきちんとしていき

たいと思っている。 

鳩山議員が御指摘の話は、色々な農業があるというのはその通り。私たちはやるぞと

いう若い方がいる。ただ、私たちはやるぞという若い方がいないところも沢山あるわけ

で、そこをどうするかだと思っている。 

水田の場合、例えば東京ドームのグラウンドの７倍くらいの広さで米をつくったとし

て、年間のどれだけ収入が得られるかというと、それで 400 万である。米をめいっぱい

つくったとしてもそれだけの収入で、そこにも減反がかかるということをどう考えるか。

私はめいっぱいつくりたいのだという経営判断もあるだろう。あるいは二反や三反だけ

れども、１俵３万円の米をつくりたいのだという経営判断もあるだろう。 
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岩田議員がおっしゃるように、とにかく生産調整を達成するということが政策の自己

目的になってはいけない。多様な農業をどう考えるかということをよく認識をしながら

やりたいと思う。 

張議員のおっしゃることはその通りで、我々はフードシステムとかフードチェーンと

言っているが、生産する現場があって、食品加工があって、卸があって、外食があって、

消費者があってという一連の流れをフードシステムとして考えていかねばならない。そ

ういうような政策をつくっていかねばならないと思っている。 

私は今の流通ルートを全否定するつもりは全くないが、多様なルートというものがも

っと活かされるべきだと考えている。顧客のニーズはどこにあって、どうすればいいも

のを付加価値が付けられるか、どうすればコストダウンができるかということを考えな

ければ、うまくいかない。 

ところが、いいものをつくるのだけれども、どう売っていいかわからないという方々

が実際に多くいる。売り方はわかるのだけれども、どこにいいものがあるのかわからな

いという方々もいるわけで、これはまさしく農商工連携で、そこをどうマッチングさせ

るかということを併せて考えていきたいと思っている。 

ただ、つくるだけつくったのだから、「後は売ってください」ということがずっと続

くかどうか。多様な流通のルートを支援することはやっていきたいと思っている。より

よい商品をより安く、より早くということだと思っている。 

岩田議員の話はこの減反政策をやったときから言われていることであり、この政策は

一体何を目指すのかということをきちんとお示しした上で、何年先はどうなるか、一時

的に農業予算が増えることはあるのかも知れないが、それが投資としてどうやって利益

となって返ってくるかをきちんとお示しをしなければ、国民の税金を使うことはまずか

ろうと考えている。 

若い方々がやっていこうというのは、やはりこれをやって儲かるという実感がなけれ

ば誰もやらないので、それはビジネスモデルという言葉になるのかも知れないが、若い

人たちがやっていくという自分たちの経営感覚が生かされる、いわゆる農業経営者とし

ての育成というか、支援というか、そういうものの政策はよく考えてまいりたいと思っ

ている。 

（与謝野議員）一応議論が出尽くしたので、本日の議論は「基本方針 2009」に反映させた

いと考えている。 

本日の議論の締めくくりとして、総理から御発言をいただくこととする。 

（麻生議長） 財政の話については、「短期は大胆、中期は責任」ということを申し上げて

きた。過日のＧ20 のサミットにおいても、主要国は財政政策を基本的に出動するとい

う形で協調して講じているのは御存じの通りだが、同時に財政健全化への具体的な取組

みを併せて明示をしようとしている。 

日本でも「中期プログラム」において、景気を立て直すということを前提にして、消

費税を含む税制抜本改革を実施していくという方針を示しており、これを着実に実行し

ていくというのが一番大事なことだと思っている。 

いずれにしても「基本方針 2009」において、新たな目標を掲げ、財政健全化への中

長期的な取組姿勢を明確に打ち出していく必要があるという点について、今後とも議論

をいただきたいので、よろしくお願いする。 

農政改革の件についても、これは６大臣会合や諮問会議などで、抜本的な見直しを検

討していただいているところである。農地の集積を加速化するための事業など平成 21

年度の補正予算の有効活用や、制度の改革、これは車の両輪として、改革を進めること

が必要であろうと思うので、「基本方針」には是非、農政改革の方向性について、更に
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議論を深めていただき、しっかり打ち出していただきたいということをお願いしておき

たい。よろしくお願い申し上げます。 

（以 上）
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