衆議院地方創生に関する特別委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 10 月 15 日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

午前九時七分開議
――――◇―――――

そのように決しました。
―――――――――――――
○鳩山委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許し

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、

交通省大臣官房審議官田村計君の出席を求め、説
明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありま
せんか。

ににぎやかであった、商店街はにぎやかであった、
そしてあちらこちらに自動車メーカーとか電機メ

九州、沖縄、沖縄はちょっと事情が違うのかもし
れませんが、至るまで、全く同じことが起こって
いないだろうかと。
昭和三十年代、四十年代のように、駅前は非常

の活性化ということをずっと訴えてきたのだけれ
ども、今どうなっているかというと、北海道から

大ベストセラーになった。それから、大平内閣の
田園都市構想というのがあり、竹下内閣のふるさ
と創生というのがあり、我々も選挙のたびに地方

いるというのは、駅前は寂れ、商店街はシャッタ
ー通りになり、耕作放棄地が続出をし、漁村、山
村はどんどんと疲弊をし、地方の工場というのは
どんどん撤退しということが同じように起こって

ます。宮腰光寛君。
○宮腰委員 おはようございます。自由民主党の

課題は、いまだに国の基本的な構造問題となって
いる大きなものばかりであります。
きのうの本会議の質疑で、新藤筆頭の方から、
安倍総理から二法案を提出するに当たっての熱い

いる。というのは、一体これは何なんだと。
多分、日本国を取り巻く状況が全く変わってき

ーカーの工場が立地をし、農山漁村も豊かであり、
そしてまた観光客もいっぱい来ていたというのが、
委員の富山であっても、私の鳥取であっても、昭
和三十年代、四十年代の景色ではなかったかと思

域再生法の一部を改正する法律案の両案を一括し
て議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣

思いをお聞きになりました。私からも、全国をく
まなく回っておいでになる石破担当大臣から、地

たにもかかわらず、いろいろなことを唱えている
のだけれども、政策がそれに適合していないので
はないか、時代に合っていないのではないかとい
うことであります。

宮腰光寛でございます。
きょうは、本委員会の質問のトップバッターを
務めさせていただきます。
人口減少問題、東京圏への一極集中問題、ある

官房地域活性化統合事務局長内田要君、内閣官房
地域活性化統合事務局次長麦島健志君、内閣官房

方創生にかける熱い思いをまずお伺いしておきた
いと思います。
○石破国務大臣 委員御指摘のように、地方をど
うするかというお話はずっと前からあることであ

ですから、グローバル化というのが進みました
ということをよく念頭に置いて制度や法律や組織

っております。
ところが、今、日本全国で同じことが起こって

まち・ひと・しごと創生本部事務局長代理山崎史
郎君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、総務
省自治財政局長佐藤文俊君、厚生労働省大臣官房
審議官苧谷秀信君、経済産業省大臣官房地域経済

ります。だから、古くは、古くはというのか、田
中角栄先生が、昭和四十七年の六月だったと思い

というものを見直していかないと、地方の創生と

いは地方再生の問題など、今まで繰り返し取り上
げられてきた問題でありますけれども、これらの

産業審議官井上宏司君、経済産業省大臣官房商務
流通保安審議官寺澤達也君、資源エネルギー庁長

ますが、「日本列島改造論」という本を出されて

○鳩山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、まち・ひと・しごと創生法案及び地

官上田隆之君、中小企業庁長官北川慎介君、国土
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か、そういうような設定をすると多分誤るのであ
って、両方が今のままいくと、地方も衰退し、や

したが、本当にその政策でいいのだろうかという
ことが根本的に問われておって、そういう仕組み
自体を改めていかないと、地方創生というのはな
い。そのときに、東京対地方とか大都市対地方と

農業も漁業も林業もそうなのであって、委員と
一緒にいろいろな第一次産業の政策をやってきま

いうのはあり得ない、従来の延長線上の政策をや
っておっては地方創生というのはあり得ないとい
うことだと思っております。

のは、みずから考え、みずから行うということが
大事なのだということを私は何度か竹下総理御本

閣において行われたふるさと創生というのは、極
めて意義のあるものだったと思っております。私
はあのころ当選一回でしたが、竹下登総理から、
これをばらまきと言う人もいる、しかし、大事な

たしたいと思います。
○石破国務大臣 私は、今委員が御指摘の竹下内

創生に取り組んでいく必要がありますけれども、
今回は今までと何が違い、何が新しいというふう
に考えておいでになるのか、大臣からお伺いをい

であれ用意いたします。しかしながら、その検証
も地域でやっていただくということであって、私
は、これをやるに当たって、竹下さんが言ってい
た、みずから考え、みずから行うというのはこう

で主役であるということでございます。市町村が
使い勝手のいいものを、我々は、政策であれ人員

がきちんと考えるということが重要なのだという
ふうに考えております。
ですから、今回、今までと何が違うかと問われ
れば、それは、基礎自治体である市町村があくま

やってくれるとか、町長さんが何かやってくれる
とか、そういうお話ではありません。地域の住民

しかし、それと同時に、地方においても、計画
をきちんとつくり、そして効果をきちんと検証し、
地方における民主主義、つまり、市長さんが何か

○宮腰委員 次に、地方創生の哲学についてお伺
いをいたしたいと思います。
これもきのうの本会議でもいろいろなやりとり
があったところであります。全ての人の人生にあ

人から聞いた覚えがございます。
今回、今までと何が違うかといえば、主役は市
町村なのであるということでございます。国から
の押しつけとかそういうことをやるつもりは全く

ことであります。
そして、地方においていろいろな政策をやる場
合に、それがどういう効果を発現するのかという
ことをきちんとおっしゃっていただきたいと思い

まねく意味があり、全ての国土にあまねく存在意
味がある。国民の誰一人見捨てるわけにはいかな

がて東京も衰退しという、時間的な差こそあれ、
それは結局日本全体の衰退につながっていくとい
う意識のもとで、法律も制度も組織も根本から見
直すということが必要なことだというふうに認識

というふうに置きかえてもいい。この国の未来を
どうするかということが問われておる極めて重大
なテーマだと認識をいたしております。
○宮腰委員 大臣がおっしゃるとおり、日本列島

ます。そして、それに合うものを国としては用意
いたします。そして、それを行った結果として何

い。どの土地も生かさないわけにはいかない。地
方の中枢拠点都市だけではなくて、中山間地域や
離島などの条件不利地域においてもしっかり目配
りしていく必要があると思います。

いうことなのだというふうに認識をいたしておる
ところでございます。

改造論、その前からの数次にわたる全国総合開発
計画、さらには田園都市構想、ふるさと創生と、

がどのようになったのかという効果の検証も、き
ちんと地方にやっていただくということでありま
す。
あくまで主役は地方であり、我々国としては、

さきの通常国会で成立した日本型直接支払い法
では、農山漁村は、国土の保全、水源の涵養、地

ありませんで、今回の地方創生を行うに当たりま
しては、まず地方の意見を聞きましょうよという

いろいろ、それぞれの時代に応じた政策のつもり
でやってきたわけでありますけれども、大臣が今
おっしゃったように、政策が時代に合っていなか
ったのではないか、根本的に今それが問われてい

地方が最も使い勝手のいいものを御用意するとい
うことであって、上から目線ということは一切い

域の伝統文化の維持、継承などの多面的機能を有

をしております。
地方創生というのは、言いかえれば、日本創生

るという御認識、私もまさにそのとおりだと思い
ます。

たしません。

これまでの政策をしっかりと検証した上で地方
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東京一極集中の地方版になるのではないかという
懸念や不安が地方から出てきております。

若者に魅力のある地域拠点都市に投資と施策を集
中するということに焦点が置かれております。こ
れが仮にこれまでどおりの選択と集中の論理であ
るとすれば、条件不利地域が政策の対象から外れ、

一方、日本創成会議人口減少問題検討分科会が
取りまとめたストップ少子化・地方元気戦略では、

している、それは都市住民を含めた国民全体に恵
沢をもたらしているものであるというふうに基本
理念にうたっております。

というところが、大勢の若い人たちがやってくる
ようになった。高等学校におきましては、今まで

ば、そういうお話にはならないであろう。
何も、優良事例だけ挙げて、それを全てのよう
に申し上げるつもりはありませんが、これもよく
取り上げられる、島根県の隠岐の島にある海士町

をしているというところがございます。
では、条件不利地域ならすなわちだめかといえ

高齢化が進んでという地域でありますが、そこに
おいて、光ファイバーが張りめぐらされていて、
その高速性、優位性を生かして多くの企業が立地

な、そういう画一的な価値判断で物事を決めよう
とは考えておりません。

なのは仕事なのだと思っております。条件不利地
域にどうやって仕事をつくるかということが最も
重要なのでありまして、従来と考え方を転換して
いきながら、選択と集中かそれ以外かというよう

いうお話ではない。そこにおいていかにして、ま
ち・ひと・しごとと申しますが、やはり一番大事

条件不利地域が極めて重要な役割を果たしており
ます。
しかし、それは全て社会政策で見るとか、そう

考えているわけであります。
具体的にお聞きをしたいと思います。
総理の所信演説で具体例として取り上げられて
いる、鳥取・大山の水、それから島根県、今お話

○宮腰委員 私も、選択、集中という考え方、効
率のみ重視というのは、これは日本の国土政策あ
るいは社会政策に合わないのではないかというふ
うに考えております。地域政策と産業政策をそれ

というものの芽が随分と出てきたと思っておりま
す。
ですから、選択と集中の論理をとるものではご
ざいませんが、条件不利地域と言われるところは、

があった隠岐の海士町、根室のサンマ、これらは
地域に根差した、地方創生のいい努力例でありま

一クラスであったものが複数になったということ
で、条件不利地域においてどのようにその地域を
活性化していくかということは、条件不利地域だ
からだめだということではない、あるいは、仕事

今回の地方創生は、選択と集中の論理でいくの
か、そうではなく、中山間地域や離島などの条件
不利地域も視野に入れた新たな哲学でいくのか、
大臣から御見解を伺いたいと思います。

本当に全て産業政策や社会政策だけではだめなの
かといえば、そこにおいて起業あるいは教育のあ

す。
具体例として、まずは小泉政務官にお聞きした
いと思います。
沖縄本島から三百七十キロ東にある南大東島、

この懸念や不安に対し、政府として正面から向
き合う必要があると思います。もちろん、まち・
ひと・しごと創生法案の第二条「基本理念」の中
には、選択と集中という文言が書かれておりませ

○石破国務大臣 財政が厳しい中にあって、どの
地域も同じようにというわけにはまいりません。

り方というものを見直すことによって、そういう
条件不利地域であらばこそ活性化していくという
ことがあるのではないだろうかというふうに考え
ております。

人口約千四百人、サトウキビ生産が基幹産業の島
であります。小泉政務官は昨年、この島を訪問さ

ぞれの地域に合った形でしっかりと組み合わせて
いくというのが原点ではないかというふうに私は

財政が潤沢であった時代と財政が厳しい時代にあ
っては、それはおのずと政策のつくり方も異なっ
てくるべきだと思っております。
と言うと、では、条件不利地域はどうしてくれ

ですから、選択と集中かそれ以外かという二極
対立の概念をとるつもりはございません。

れております。島の製糖工場の煙突には、サトウ

がないから人がいなくなるということではなくて、
仕事をつくりに地方に行くという、いわゆる起業

るんだ、中山間地や離島はどうしてくれるんだと
いう話ですが、例えて言えば、徳島県神山町なぞ

そして、国土保全という観点からも、いわゆる

ん。法案の中身とストップ少子化・地方元気戦略
の中身とは違うと私は思っております。

というところは、もう人口が物すごく減少して、
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エイサーの演奏、極めてレベルが高いものがあり
ます。

本島の高校に進学をいたします。非常に厳しい十
五の春であります。出生率も高い島であります。
中学生、三線と歌のボロジノ娘、演奏を聞かれた
ことがあるかもしれません。それから、中学生の

子供たちは、島に高校がありませんので、島の
中学校を卒業した後、ほとんど親元を離れ、沖縄

キビは島を守り、島は国を守ると大書してありま
す。ことしも台風十号、十八号、十九号と、三度
大きな被害に見舞われました。

私はモヒートが大好きなので、そのラム酒を買っ
て自分でつくりましたけれども、独特の、そのラ

ば、島の魅力に改めて感動しました。
あの島は、もちろんサトウキビですが、そのサ
トウキビでさまざまなものをつくっています。例
えば、一つはお酒のラムですね。このラム酒も、

そんな中、現場を見ずして語ることはできないだ
ろうという思いで島に伺いましたが、一言で言え

な議論もありまして、特にサトウキビ、それが基
幹産業となっている島ですから、島民の皆さん初
め行政、村長、本当に大きな不安をお持ちでした。

が今でも答志島では続いています。そういった人
のつながりというのも島の特徴なのかな、私はそ

は、日本で唯一、年ごろの十五歳ぐらいの地元の
子供たちが、自分の家ではない、血のつながりの
ない家を寝屋親としてつながりを持って、兄弟以
上の、時には親以上のつながりを持つという制度

と思います。
去年私が行った三重県にある答志島という島で

コとフグの島ということで、年間通じた観光客の
誘致、産業の振興、非常に頑張っています。
また、人のつながりというのも私は島の魅力だ

す。そういったものを乗り越えながら、どうやっ
て地方創生の中で離島を盛り上げていくか。
今、来月島根県の海士町に実際に伺うことも調
整中でありますが、これからも現場を見て、その

ういうふうにとらえています。
一方で、島の課題としては、やはり、一つは交
通アクセス、これは大変大きなものがあると思い
ます。最近の燃料費の高騰、そして、宮腰先生お

ポップコーンを食べながら映画を見ることです、
なぜかわかりますか、島には映画館がないんです
と。テレビを見ていて、よくポップコーンを食べ
ながら映画を見ているシーンを見ると、いつかあ

海士町のように、島留学をつながり、特色を出し
ながら盛り上げているところも、地域から学ぶ、

ムは今までにない味わいを私に味わわせてくれま
した。
また、同時に、忘れられない思い出は、そのと
き島民の方とお話をしたときに、小泉さん、この

いでになりました。政務官は、その後も日本各地
の離島を熱心に回られ、もちろん、震災被災地に
も頻繁に足を運んでおいでになります。
このたび地方創生担当となられたわけでありま

れをやってみたい、そういう子供たちの思いをか
なえるために、私たち親は、片道何時間もかけて、

地方から学ぶというスタンスで、これから、離島
も含め何が政府としてとるべき対策か、しっかり
と検討してまいりたいと思います。
○宮腰委員 今ほど御答弁にありました、島留学

この国境の島を守るために、島民の皆さんは本
当によく頑張っておいでになります。北にある北
大東島も全く同様であります。
小泉政務官は、南大東島を訪問された後、ＴＰ

すけれども、改めて、南大東島を初め離島を回ら
れての印象、取り組むべき課題について、小泉政

またお金もかけて那覇まで行って、映画を見て、
それで帰ってくるんです、そういった状況なのを
よくわかっていただきたいと。そのお話は、今で
も忘れることができません。

の海士町のことについて伺いたいと思います。
この海士町、山内町長を中心にした取り組みで、

っしゃったような、自然、また災害にも大変影響
される、そういった環境も一つの課題だと思いま

務官から御見解を伺いたいと思います。
○小泉大臣政務官 宮腰先生ほどの離島を回って
いる国会議員はほかにいないと思いますので、私
が離島について語るのは大変おこがましいと思い

そのように、島の、島にしかない魅力、これを、
日本全国私も離島を見る中で、例えば、愛知県の

島おこし、あるいはＩターンの若者が多いことで

島に住んでいる子供たちの夢が何かわかりますか
と言われました。そしたら、お答えは、映画館で

ますが、先生御指摘のとおり、昨年の三月の九日
に南大東島に伺いました。

日間賀島では、観光業者と水産業者が組んで、タ

Ｐ交渉参加は賛成であるが、それでも守るべき大
切なものがあることがわかったとおっしゃってお

あのときは、ＴＰＰ交渉参加に向けて大変大き
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新たに講じられるということになりました。その
結果、専科教員の大幅増員が実現をすることにな

い評価をもらっておいでになります。
二年前の離島振興法の改正、それと同時に行い
ました高校教育標準法の改正、この二つの改正に
よりまして、専科教員の加配に特別交付税措置が

い冷凍技術、ＣＡＳ冷凍技術を使った水産物とか、
潮風ファームの隠岐牛を東京に出荷をし、大変高

よく知られるようになりました。島の名前は中ノ
島といいまして、後鳥羽上皇の流刑地としても有
名な、隠岐・島前の入り口の島であります。新し

代がこのように変わってきたとするならば、見直
す必要がひょっとしたらあるのかもしれません。

私が農林水産大臣のときに、農村工業導入法と
いう法律がどのような効果を発揮し、そして、そ
れは今どうなっているのというお話を聞いたこと
がありますが、農村工業導入法というものも、時

活性化のための法律というものをもう一度全部洗
い直してみたいと思っております。

○石破国務大臣 委員御指摘のとおりで、一過性
のものだけやっても仕方がないということでござ
います。ですから、法律というもの、つまり地方

けれども、形も鮮度も、根室のサンマとはとても
比較にならないほど貧弱な印象を受けました。本

昨年九月、農水委員会の委員派遣でベトナムに
参りました。その際に、現地のスーパーで根室の
サンマが並んでいる売り場を見てまいりました。
すぐ隣にはほかの国のサンマも並んでおりました

伺いをいたします。総理の所信演説にありました、
根室のサンマについてであります。

めていきたいというふうに考えておりまして、ど
うか闊達な御提案を賜りたいと思っております。
○宮腰委員 次に、中川農林水産大臣政務官にお

の漁業生産額は、二百海里問題が起きてからは、
最盛期の半分にまで落ち込んでいるという状況で
あります。
海外のサンマ市場を本格的に開拓しようとする

物の和牛と豪州産和牛も、仮に並べてみれば、そ
の違いは一目瞭然ではないかと思います。
戦後ほぼ七十年、北方領土返還が実現していな
い。この問題が未解決なことによりまして長年困

成まで考えますと、多分、四十年、五十年かかる
お話だと思います。
それは、間違いなくそのときに我々は生きてい
ないわけですが、地方が本当に創生をし、日本と

根室の自助努力が継続して実を結ぶようにしなけ
ればならないと思いますけれども、どう後押しを

いろいろな制度というものを全部見直して今の
時代に合ったようにしていかなければならないと
いうことであって、これは私、きのうの国会答弁
でも申し上げましたが、この地方創生というのは、

徒に本土と結ぶフェリーの運賃や寮費を支援した
ことも効果を発揮いたしました。一過性の予算措
置ではなくて、法的な裏づけのある、継続的な対
策が求められると思います。

いうものが、一番高齢化では世界の最先端を走っ
ているわけですね、でも、日本のモデルというも

していくのか、中川政務官に伺いたいと思います。
○中川大臣政務官 北海道根室市のサンマについ
てお尋ねをいただきまして、本当にありがとうご
ざいます。

りました。本土側からも海士町の島前高校に島留
学、生徒が集まるようになりまして、以前は学年
一クラスであったものが、今は三学年とも二クラ
スになっております。生徒数も大幅にふえました。

今回、まち・ひと・しごと創生法案や地域再生
法改正案が成立をいたしましても、来年以降も、

のがやがて世界のモデルになっていくということ
であって、我々がこの制度を見直すことによって
新しい力強い日本をつくっていくということは、
必ず世界に大きく貢献するものだと考えておりま

根室のサンマについては、四年前の平成二十二
年からベトナム向けの輸出が行われておりまして、

難な状況に置かれておりまして、人口も三万人を
割り込んでしまっている根室市。特に、根室管内

地方創生に関係する既存の法律を精査した上で、
ネックになっているものがあれば、きめ細かな法
改正を行う必要があると思います。いわば束ね法
であります。

す。
ですから、委員御指摘のように、法律、制度、

お刺身でも食べられるような質のよさが高い評価

魔法みたいに、一年でぱっと地方が創生するとい
うことはあり得ないことなのであります。人口構

地方創生に関係する各種法制度の見直しにつき
まして、今後どのように取り組んでいかれるのか、

そういうものを今の時代に合うように積極的に改

そのほかに、離島振興法改正で、新たに離島活
性化交付金が制度化をされまして、本土からの生

大臣からお伺いいたしたいと思います。
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ベトナムのバイヤーを根室市にお招きする、また、
ベトナム国内での商談会を開催することについて、

た輸出関係者の皆さんはもとより、根室の地域の
皆さんが、本当に励みになって喜ばれるというふ
うに思います。ありがとうございます。
農林水産省といたしましては、これまでも毎年、

ごらんいただいた、そして率直にそのような感想
を持っていただいたということ、根室の漁業者ま

をいただいているものと承知をいたしております。
宮腰先生を初めとする農林水産委員の皆様方に
実際ベトナムにおいでをいただいて、スーパーを

がやりましょう。（女性グループ）」「中山間直
接支払いも複数集落で取り組めば高齢化が進んで
も続けられます。（集落代表者）」などなどであ
ります。要求額は、当時五十億円。

「売店、直売所や介護サービスならお任せ下さい。
（ＮＰＯ）」「食事を作ったり配ったりは私たち

ち上げませんか？それが「地域マネジメント法人
」です。」というふうになっております。具体的
な活動内容例として、「スクールバスを住民の足
として使えるようにしましょう。（自治体）」

同年八月の概算要求の説明ペーパーの見出しで
は、「みんなでふるさとを元気にする仕組みを立

の展開方向」を取りまとめられました。その中に、
「地域マネジメント法人の育成」、「農山漁村の
機能向上」という項目があります。

いというようなことに相なりました。
私は町村合併をもとに戻せということを言うつ
もりはありませんが、そういうどこで何が起こっ
ているかよくわからないねというような状況にな

場もなくなり、村長さんもいなくなり、村会議員
もいなくなり、今や鳥取市会議員が一人も出せな

いてということで、そこで何が起こっているのか
ということが県庁にも国にもすぐに伝わるという
ことになっておったわけです。それが、平成の大
合併によって鳥取市佐治町ということになり、役

ゃな村でしたが、そこには村長さんがいて、村役
場があって、職員がいて、村会議員が十人ぐらい

うことによって、私の選挙区でも、今は鳥取市に
なってしまいましたが、前は佐治村といっていた
村があったんですね。人口三千人ぐらいのちっち

するのということに応えなければいけない。
そのときに残っている資源というのは何だろう
かという、これは社会的インフラというのか、何
なんだろうなと考えたときに、一つはＪＡなんで

支援を行っているところでございます。
このような取り組みは、農林漁業者の所得の向
上や地域のにぎわいの創出に寄与するものであり
ますので、引き続き、水産物の輸出の目標、平成

年末の事業仕分けで廃止判定となりました。地域
マネジメント法人については、このような経緯で
日の目を見なかったわけであります。
五年前に地域マネジメント法人の制度化を検討

しょう。一人は万人のために、万人は一人のため
にというのはまさしく協同組合の理念なのであっ

ってくると、結局、その地域の雇用でありますと
か産業でありますとか、誰がそこをマネジメント

まいります。
○宮腰委員 強力な支援をお願いいたしたいとい
うふうに思います。
実は、根室市は私の住む黒部市と姉妹都市であ

されていた石破大臣は、地方創生大臣となられた
今、どのようなお考えをお持ちでしょうか。大臣、

て、そこにおいて、ＪＡでありますとか郵便局で
ありますとか、あるいは土地改良でありますとか
社会福祉協議会でありますとか、そういう残って
いる資源で地域をマネジメントするということを

これが、政権交代後、民主党政権では、要求額
は二十六億円と半減され、その半減された予算も、

りまして、もうかれこれ四十回ぐらい根室市に足
を運ばせていただいております。根室の地元の皆

お願いいたします。
○石破国務大臣 経緯は今先生から御指摘をいた
だいたとおりで、私は、これを廃止しなければ、
もう少し違った地域があったんじゃないかなと。

三十二年までに三千五百億円でありますけれども、
その達成に向けて必要な支援を行うように努めて

さん方の顔がわかる関係。ぜひ、その頑張りをし
っかりと後押ししていただきたいと思います。
それでは、地域マネジメント法人について伺い
たいと思います。

考えていかないと、まさしく地域の切り捨てにな
るのではないだろうかということを考えたわけで

ございます。

当時の経緯については、また民主党の方から御教
示をいただきたいと思っていますが。
農水大臣になりましたときに、市町村合併とい

石破大臣は、農水大臣時代に、地域マネジメン
ト法人の制度化を検討されておいでになりました。
平成二十一年六月、大臣はみずから、「農政改革
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いますから、産業組合としての農協と地域組合と
しての農協というものをどのように考えるべきな

そのように言いますと、では、ＪＡがやると言
うけれども、それは総合農協をどうするつもりだ
というようなお話に必ずなるわけで、だとするな
らば、総合農協というのは日本独特の形態でござ

見ていかねばならない、その思いは今も変わって
おりません。

地域マネジメント法人というものをつくってい
って、そういうところに暮らす人々の暮らしであ
るとか雇用であるとか、そういうものをきちんと

運営組織、ＲＭＯという余り耳なれない言葉であ
りますけれども、その実証研究が進められている

まして、住民団体などが実施する集落維持、活性
化の取り組みの支援を始めました。二十五年度補
正十三億円、二十六年度当初九億円であります。
また、地域での暮らしや生活機能を支える地域

総務省もいろいろな事業をやっておいでになり
ます。過疎集落等自立再生対策事業を創設いたし

ので、これからのあるべき姿をしっかりと見据え
た上で、党内の議論も進めていかなければいけな
いというふうに考えております。

なければなりません。
○宮腰委員 今回のまち・ひと・しごと、特に仕

これこそまさしく、縦割りを排して、このような
組織をつくるのだという考え方をなるべく早く取
りまとめたいと思っております。法的措置が必要
であれば、国会で御同意を得て法的な措置を講じ

か、それが税においてどのように取り扱われるか
ということは、確かに総務省の管轄になりますが、

横串を刺すというのか、そういう形で、地方が、
まさしくこういうものがあっていいのだと。
では、それに対する財政的な支援はどうするの

地域の特性に応じた使い勝手のよい新たな交付金
の創設、いろいろ議論になっております。税制措
置、国の職員の派遣あるいはシティーマネジャー
制度なども検討をされております。今回、農地法、

事に関係する部分は、この地域再生法改正案の中
に一部含まれております。
この改正は、主として地域再生計画の枠組みの
変更ということでありますけれども、各種手続の

いう創生本部の基本方針からすれば、この地域法
人ということについて今後どのように事業展開を
すべきと考えておられるのか、大臣から伺いたい
と思います。

農振法の特例ということで、六次産業化に係る施
設等を整備する場合の農地転用許可の特例も含ま

と聞いております。これは、まち・ひと・しごと
というよりも暮らしに着目をした、そういう事業
だと思うんですけれども、これは石破大臣が提唱
されていた地域マネジメント法人とも関係が密接

域をマネジメントする組織というものはいかにあ
るべきかということについて委員からも御提言を
賜りたいと思っております。この考えは私は今も
変わっておりませんし、西川農林水産大臣とよく

○石破国務大臣 各省庁がいろいろなことを考え
ますが、では、総務省はこういうふうに考える、

れているわけであります。
そこで、もう時間がないので最後の質問にさせ
ていただきたいと思いますが、地方六団体の方か
ら、総合的な土地利用の調整を行う権限を地域の

のかということは、また党においても御議論をい
ただきたいことだというふうに思っております。
いずれにいたしましても、地域をマネジメント
する組織 とい うもの をつく っていき ませ んと 、 地

御相談をしながら、地域をマネジメントするにふ
さわしい組織というものはつくっていかねばなら

農水省はこのように考える、国土交通省はこのよ
うに考えるというふうにやりますと、地方にとっ
ては何が何だかさっぱりわからぬというお話にな
ってしまいます。

実情をよく知る市町村が持つべきであると主張し
ておいでになります。総合的な土地利用の調整と

ワンストップ化あるいは地方からの提案制度の創
設が改正内容に含まれております。そのほかに、

ないと思っております。
○宮腰委員 大臣、今、ＪＡのことについてお触
れになりました。私も、産業政策、農業の担い手
としてのＪＡの役割、そのほかに、よく大臣は、

それから、先ほど来答弁申し上げておりますよ
うに、地域をマネジメントする組織というものは

いうことであれば、これは都市計画法上の線引き

にあると思います。
縦割りを排し、同じような事業に横串を刺すと

ＪＡこそ地域の担い手とおっしゃるわけでありま
すけれども、地域の担い手、支え手としての役割、

どういうものであるのかということについては、

方はどんどん疲弊するままになってしまいますの
で、どうか、この委員会の御議論を通じても、地

両方あるんだろうと思っております。であります
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用の調整を図っていくことが適当だと私は考えて
いるわけでありますけれども、大臣の御見解を伺
いたいと思います。
○石破国務大臣 今回の地域再生法の改正案につ

おります。
この地域再生法の枠組みの中で市町村が土地利

施設整備計画を定めることとしております。改正
案では、この施設整備計画の中に農用地を含めた
場合に、計画用地については農用地区域から除外、
農地転用は許可されたものとみなすこととされて

する目的で制定された枠組みであります。認定市
町村が、知事の同意を得て、地域農林水産業振興

なども含めた権限の問題であるのかどうか、必ず
しも地方団体の主張は明確ではありません。
地域再生法は、地域の自主的な取り組みを推進

出したいと考えております。
○宮腰委員 終わります。どうもありがとうござ
いました。

共有しながらどのようにして調和をさせていくか
ということについて、さらに検討を進めて答えを

に、国において必要な農地が確保されるという、
両方満足するものでなければなりません。
ですから、どっちがやるとかどっちがやらない
とかそういう話ではなくて、国全体の政策目標を

はなくて、地域がどのようにしてそれを立案し、
どのように責任を持ち、地域が活性化するととも

必要であり、これから農地のあり方の高度化、利
用の高度化というものをどのように考えるかとい
うことは、やはりこれは、予定調和みたいな話で

きましては、今委員から御紹介をいただいたとお
りでございます。
土地利用の調整全般において主体がどうあるべ
きかというのは、確かに地方分権のあり方の御議
論でございます。したがいまして、各地域が地域
の再生を進めるに当たって必要とする新たな措置
につきまして、今回、地域から国への提案制度を
改正法案に入れたところであります。そうすると、
その地域が活性化していくためにそれがどういう
ような意味を持つものであるのかということにつ
いて、地域でよく御検討いただき、御提案をいた
だきたいと思っております。
これは、もう日本の農地のあり方をどのように
していくべきなのか、それぞれの地域が責任を持
つと言いますが、国全体で一体どれだけの農地が
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