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平成２５年１１月２６日

去る六日︑寺田典城君及び荒井広幸君が委員を

委員の異動について御報告いたします︒

会を開会いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ ただいまから内閣委員

│││││││││││││

策を迅速かつ確実に実施することが重要ですが︑

済環境の変化に対応して︑各政策分野における施

くことが不可欠であり︑我が国を取り巻く国際経

す︒そのためには︑成長戦略を着実に実施してい

を中長期的な成長軌道に乗せていくことにありま

我が国が直面する最重点の課題は︑我が国経済

等の所要の手続を定めております︒

成及び認定申請︑内閣総理大臣による計画の認定

家戦略特別区域会議︑同会議による区域計画の作

第三に︑国家戦略特別区域ごとに組織される国

国家戦略特別区域ごとに定められる区域方針につ

辞任され︑その補欠として江口克彦君及び浜田和

とりわけ︑国︑地方公共団体︑民間が三者一体と

の特例措置等の内容について定めております︒

第四に︑国家戦略特別区域において講ずる規制

いての所要の手続を定めております︒

幸君が選任されました︒

なって取り組むプロジェクトを対象に︑大胆な規

この法律案は︑このような観点から︑国が︑国

を内閣府に設置することとしております︒

│││││││││││││

第五に︑国家戦略特別区域における施策に関す

家戦略特別区域を定めて︑規制の特例措置の整備

以上がこの法律案の趣旨であります︒

制改革等を集中的に推進する新たな手法が必要と

国家戦略特別区域法案の審査のため︑本日の委

その他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずると

何とぞ︑十分御審議の上︑速やかに成立させて

○委員長︵水岡俊一君︶ 政府参考人の出席要求

員会に︑理事会協議のとおり︑政府参考人として

ともに︑地方公共団体及び民間事業者その他の関

いただきますよう︑お願い申し上げます︒

る重要事項について調査審議等を行うため︑内閣

内閣官房内閣審議官由木文彦君外六名の出席を求

係者が︑国と相互に密接な連携を図りつつ︑これ

○委員長︵水岡俊一君︶ この際︑本案の衆議院

されています︒

め︑その説明を聴取することに御異議ございませ

らの施策を活用することにより︑産業の国際競争

における修正部分について︑修正案提出者衆議院

に関する件についてお諮りいたします︒

んか︒

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実

議員近藤洋介君から説明を聴取いたします︒近藤
次に︑この法律案の要旨を御説明申し上げます︒

りました国家戦略特別区域法案の衆議院における

○衆議院議員︵近藤洋介君︶ ただいま議題とな

総理大臣を議長とする国家戦略特別区域諮問会議

○委員長︵水岡俊一君︶ 御異議ないと認め︑さ

現を図り︑もって我が国の経済社会の活力の向上

洋介君︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
よう決定いたします︒

及び持続的発展を図ろうとするものであります︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 国家戦略特別区域法案

第一に︑政府は︑国家戦略特別区域における産

修正部分につきまして︑御説明申し上げます︒

│││││││││││││
を議題といたします︒

業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

藤国務大臣︒

を図るため︑基本方針を閣議決定により定めるも

点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進

別区域計画に︑構造改革特別区域法に規定する特

第一に︑国家戦略特別区域会議は︑国家戦略特

まず︑政府から趣旨説明を聴取いたします︒新
○国務大臣︵新藤義孝君︶ この度︑政府から提

定事業︑規制の特例措置の内容等を記載すること

ができるものとし︑内閣総理大臣から認定を受け

のとしております︒
第二に︑国による国家戦略特別区域の指定及び

出いたしました国家戦略特別区域法案について︑
その提案理由及び要旨を御説明申し上げます︒
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て︑その後は︑旧自治省︑現総務省出身の上月委

自民党会派として私の方で冒頭質問いたしまし

まず冒頭に︑開会が遅くなりましたことをおわ

員から経験を踏まえた質問を予定しておりますの

由民主党の松下新平です︒

区域法に規定する認定とみなして同法に規定する
び申し上げます︒与党といたしまして時間を調整

た当該計画については︑当該認定を構造改革特別
規制の特例措置を適用するものとすることとして

で︑よろしくお願いしたいと思います︒

の共有をすることが大事だと思います︒この法案

まず私から︑この法案審議に当たってイメージ

をさせていただきたいというふうに考えておりま
ただいま議題となりました国家戦略特区法案に

す︒

おります︒
第二に︑内閣総理大臣及び関係行政機関の長は︑
国家戦略特別区域会議に対し︑個別労働関係紛争

国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の

補給金の活用及び認定区域計画に定められている

第三に︑政府は︑毎年︑国家戦略特区支援利子

ります︒

が述べた意見を尊重するものとすることとしてお

区域会議は︑内閣総理大臣及び関係行政機関の長

見について意見を述べるものとし︑国家戦略特別

に関し国家戦略特別区域会議から申出があった意

二十二日︑先週ですけれども︑本会議におきまし

議院に送付されました︒参議院におきましては︑

る審議をされたと︒そして︑修正をいただいて参

ったとお伺いしておりますが︑二十一時間を超え

わたり内閣委員会において︑総理出席の質疑もあ

戦略特区法案でございます︒衆議院でも四日間に

中でも柱となるのが本日スタートいたします国家

ぞれ衆参︑審議が連日行われておりますが︑その

今国会は︑成長戦略実現国会と銘打って︑それ

国家戦略特区につきましては︑そもそも産業競

か︒

どのような状況をイメージされているのでしょう

ますが︑この世界で一番ビジネスがしやすいとは

化していくことにあるというふうにとらえており

世界から人材と投資を呼び込んで日本経済を活性

備する︑今回の特区制度の第一義でございます︒

世界で一番ビジネスがしやすい環境︑これを整

に対するあるべき姿を共有することによって議論

状況について検討を加え︑その結果に基づいて︑

て趣旨説明をいただいて︑質疑︑そしてこの内閣

争力会議において立地競争力の強化という発想か

つきまして質問をいたします︒

この法律の施行後三年以内に︑必要な措置を講ず

委員会に付託されました︒そして︑本日︑委員会

ら出てきたものと承知しております︒そして︑五

の未然防止等のための事業主に対する援助の実施

るものとすることとしております︒

で趣旨説明をいただいて︑今日から参議院でスタ

月に国家戦略特区のワーキンググループが設置さ

も深まっていくわけですし︑誤解を生じないとい

以上であります︒

ートいたすわけでございます︒

た︒

議院における修正部分の説明の聴取は終わりまし

○委員長︵水岡俊一君︶ 以上で趣旨説明及び衆

質問の皆様︑そして答弁者の新藤大臣を始め皆様

では参議院らしい︑ならではの質疑になるように︑

家戦略特区法案でございますので︑また︑参議院

冒頭に申し上げましたように︑この柱となる国

位置付けられております︒

競争力の更なる強化ということで国家戦略特区が

本再興戦略で︑日本産業再興プランにおいて立地

れて本格的議論が開始され︑六月に策定された日

うことでも最初にお尋ねしたいと思います︒

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます︒

これより質疑に入ります︒

外国人が働きやすいということだけではないでし

世界で一番ビジネスがしやすい環境とは︑単に

の御理解︑御協力をまずよろしくお願いしたいと
思います︒

質疑のある方は順次御発言願います︒
○松下新平君 皆さん︑おはようございます︒自
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そのときに︑これは経済というものを一つのプ

たのが︑この世界で一番ビジネスがしやすい環境

ッションとして︑使命として決めさせていただい

延々やりながら︑どういう可能性があるのかとい

にもなると思いますが︑世界で一番ビジネスがし

ロジェクトや何かの個別のものでもって日本の国

をつくるということであります︒

すし︑私たちは今それを取り組まなければいけな

やすい環境とはどのようなものを想定されている

全体が動くわけがありません︒全ては合わせ技で

このビジネスというのは︑是非︑狭い意味では

ょう︒居心地の良さ︑快適さ︑治安の良さといっ

のか︑イメージができるようにお答えいただきた

あります︒しかしその中で︑新しいこの国の経済

なくて広い意味でとらえていただきたいんです︒

うことをやってまいりました︒そして︑そこでミ

いと思います︒

を開く象徴的な事柄として︑まずこの成長を阻害

ビジネスセンターをつくるだけではないんです︒

いと︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑この国家戦略

している規制が緩和することによって新しい可能

仕事をしやすい環境をつくろうと︒それは︑今申

た無形のインフラをどう整備していくかという話

特区は︑今︑安倍政権が進めていきます︑いわゆ

性が生まれるのかどうなのか︑そしてそれは特区

研究開発も行われるでありましょう︒それから︑

るアベノミクスと呼ばれておりますが︑日本の経

この国家戦略特区の目標というのは︑まずはこ

ビジネスの集積の区域があってもいいと思います︒

し上げましたように新しいこの日本の経済の起爆

けられているわけであります︒御案内のように︑

の我が国における新しい経済の起爆剤になるとい

一方で︑日本がこれから経済成長の柱となるよう

において試行的に行ってみて効果があるかどうか

我々はもう二十年にわたる経済の低迷の中で︑日

うことであります︒国内のまず経済を開こうと︑

な︑例えば医療の分野であるとかライフイノベー

済を再び興すと︑日本再興のためのシンボル的な

本の底力をもう一回出せないのかと︑我々のこの

更に開くための特区をやってみようというのが一

ションの分野ですね︑それからエネルギーもある

剤になるわけでありますから︑そこでは先端的な

国には可能性がないのかということを自問自答し

つ︒一方で︑それは海外から投資を呼び込むもの

かもしれません︒様々な︑もしかしたら伝統︑文

も︑これも検証する必要があると︒

ながら︑そして選挙の中で国民の負託を得ながら︑

であってもいい︒そして︑私たち日本は世界に出

化︑歴史︑こういうものも開発の要素として出て

プロジェクトにしようと︑こういうことで位置付

今回︑安倍政権ができたわけであります︒

ていくんだという︑その意気込みを示すものであ

くるかもしれません︒それは︑これから法案が成

この金融緩和と財政出動によりまして︑当面の

ってほしいと︑こういうことがございます︒

持続可能なものをいかに打ち出していくか︑これ

りまして︑この政策が有効なうちにこの成長戦略︑

済のまだ本格的な回復には至っていないわけであ

が御承知されていると思いますが︑これは実体経

うことだと思います︒しかし︑委員の皆様も全員

ていると︑経済の成長軌道が生まれつつあるとい

と固めようということでございます︒その作業を

いかに︑何が必要なんだと︑コンセプトをきちん

のをつくって︑私がずっとやってきたのは︑まず︑

ます︒連休をも使いつつワーキングチームという

それは本当に最初のきっかけだったわけでござい

ころにこのような構想が生まれました︒しかし︑

今委員が御質問いただきましたように︑四月の

は世界の三大プロジェクトだと︑ある分野ではも

ですから︑私たちの目標は︑この分野において

ってみようと︒

ういういろんなコンセプトに基づいて特区をつく

うということになっているわけでありますが︑そ

ンセプトも含めて煮詰めていこうと︑決めていこ

立させていただいた後の諮問会議においてそのコ

景気は底を打ち︑今あらゆる指標がプラスとなっ

が私たちの︑今︑日本の国の最大の課題でありま
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この国家戦略特区法案は︑どうやって決めてど

てしまいますし︑子育てに際しては両親や祖父母︑

少するだけにとどまらず︑社会から活気が失われ

と︑どうしてもその政策によってＧＮＰがどれぐ

う進めていくかという骨格をまずは政府として提

親戚が前向きにお金を使うことがありますから︑

おいて思い切って挑戦してみようじゃないかと︑

うものにしたいというのが願いであります︒それ

案をし︑この法律として成立させていただいて決

消費の活性化の面からも少子化に歯止めが掛かっ

う五本指に数えられるプロジェクトが日本で始ま

ができるかどうかはこれからの作業に懸かってお

めた暁には︑それに沿って︑今私が申し上げたよ

て子供が増えていくことは大変望ましいことだと

らい伸びるのかという話になってしまいがちです

りますし︑この国会の議論を通じていろんな御意

うなことを加味してこのプロジェクトを膨らまし

いうふうに考えます︒とりわけ︑世界で一番ビジ

こういう合わせ技で今度の特区は考えているとい

見もちょうだいいたしました︒

ていく︑そしてそれが名実共に日本経済の起爆剤

ネスがしやすい環境を目指すということですから︑

ると︑それは国内のいろんな人が参加をして持ち

結局そのときに︑じゃ︑ビジネスしやすい環境︑

になるようなものに仕上げていかなければいけな

働く人の家庭生活が円滑に行われる環境︑子育て

けれども︑少子化の進行は︑単に若年労働力が減

仕事をしやすい環境というのは何だといったらば︑

いと︑そういう私どもには責任があると︑このよ

がしやすい環境というのも当然その内容に含まれ

うことであります︒

それはいろんな基盤を整えることが必要だと思い

うに考えております︒

てくると思います︒

上げていくし︑海外からも参加できると︑こうい

ます︒それから︑人が働くわけですから︑じゃ︑

○松下新平君 ありがとうございました︒

は︑買物であったり︑それから子供たちの教育で

がいらっしゃいます︒御家族の皆さんが求めるの

まってそこで住み働くとするならば︑当然御家族

も整えなければいけませんねと︒そして︑人が集

日本の底力︑存分に発揮できるように︑我々も注

でいろんな角度からお述べいただきました︒是非︑

けれども︑今︑新藤大臣からイメージということ

が︑ハードルが高いと指摘されて久しいわけです

諸外国から︑日本は閉鎖的だと︑いろんな規制

でしょうか︒当然︑自治体からなされた特区の提

規制改革はどのように想定されていらっしゃるの

わけですが︑国家戦略特区において子育て関連の

さんたちからもこの法案に対しての注目が集まる

私も子育て世代でございます︒子育て中の親御

その中で︑前置きが長くなって恐縮なんですが︑

都心部における︑またその地域における居住環境

あったり︑医療であったり︑そしてもしこれが国

れていたのではないかと思われますが︑国家戦略

案の中にも子育て関係の規制改革がたくさん含ま
続きまして︑今度は違う角度から御質問ですけ

特区制度は子育て環境にどのような規制改革をも

視し︑また応援していきたいと思います︒

だとするならば︑これは時差を超えて仕事をする

れども︑国家戦略特区による子育て環境の整備に

際拠点としてワールドビジネスセンターになるん
ならば︑それに対する交通のバックアップである

しやすい環境をつくるということになりますと︑

今委員御指摘のように︑世界で一番ビジネスの

げます︒

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

たらすのか︑その可能性について伺います︒
日本経済の停滞を招いている大きな要因に︑や

ついてお伺いしたいと思います︒

のも含めた快適な町︑便利な町をつくって︑そこ

はり少子高齢化の課題がございます︒その観点か

とか︑それからアミューズメント︑いろいろなも
で仕事がしやすい環境をつくると︒そういうもろ

ら質問をしたいと思います︒
成長戦略あるいは経済政策という話になります

もろと併せて︑根幹となる︑もし経済の成長を阻
害している規制があるならば︑それはこの特区に
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でございます︒

なるというふうに私どもも認識をしているところ

備を進めていくということが非常に大きな課題に

こで働く方︑それから家族の方々の生活環境の整

が設置されては答申を出し︑その答申に従って規

す︒これまでの間︑規制改革会議等様々な会議体

時点から見てももう十年来の懸案とされておりま

おります︒しかし︑規制改革自体は小泉構造改革

規制改革は︑アベノミクスの第三の矢とされて

こういったものを検証する上においてなかなか進

し全国でやるわけですから︑その効果︑安全性︑

れていて︑それは一定の成果が上がりつつ︑しか

国的な規制を緩和していく︑そういう取組がなさ

田担当大臣が任命されておりますが︑そういう全

員がおっしゃったような規制改革委員会︑今も稲

一つは︑全国的に規制を緩和する︑それが今委

今回︑国家戦略特区の御提案の前に地方公共団

制を改革するということが少なくとも自公政権の

まない︒

たいと思います︒

体や民間から多数御提案をいただきました︒ビジ

下ではずっと行われてまいりました︒また︑民主

いわゆる事業環境を整備するだけではなくて︑そ

ネス環境の整備という観点から︑今申し上げた生

もいる︑そういう中での試行錯誤が行われている

そして︑岩盤規制と言われるようなものは︑こ

構造改革特区制度での実証を踏まえて全国で実

と︒進んでいることでありますが︑なかなか一遍

党政権においても︑行政刷新会議の下で規制・制

しやすい環境を整備するということで︑都心居住

施が可能となった農業への株式会社の参入など︑

にいかないのは︑これは現状が物語っているとこ

活環境整備についての御提案も大変多々ございま

を実現する︑職と住を近接した町づくりを進める

規制は徐々に取り除かれているようにも見えます

ろだと思います︒

れは︑生活の基本であったり自治の基本に当たる

ということで︑今回の法律の中でも︑都心居住の

が︑依然︑岩盤規制というものが指摘され続けて

一方で︑それとは別に︑ある地域で︑そこの地

度改革を行ってきたわけで︑政権交代にかかわら

ための住宅の容積率の特例措置というものを盛り

おります︒今回の特区制度はこの岩盤に風穴を空

域で限定をして緩和してみようと︒その検証をし

したが︑子育てにフォーカスを絞ってという御提

込んだところでございます︒

ける大胆な規制改革を行う特区制度であるとされ

つつ︑それが有効であるならば全国に広めていこ

ようなものについて︑これを大きく変えることに

さらに︑こういった町づくりの中で特区を具体

ておりますが︑ここ十年の取組で我が国の規制改

うと︑こういう動きがあるわけで︑それは構造改

ず︑十年来︑規制改革は政権における大きな政策

化していく中では︑子育て環境の整備のためとい

革についてはどのような問題点が浮き彫りとなっ

革特区であり︑総合特区であり︑今回の国家戦略

案は必ずしも多くなかったわけでございますが︑

うことでこれからいろいろ規制改革の御提案もあ

たのか︑そして岩盤規制を突破していくために本

特区と︒そういう区域を定めて︑その中で規制を

関しては︑それは賛成の方もいれば不安に思う方

ろうかと思っております︒そういった御提案があ

特区制度はどのように有意義なのか︑改めて説明

いろいろと考えてみようと︑こういう動きがあっ

課題であり続けたわけでございます︒

れば︑それを受けて必要な改革に取り組んでまい

をいただきたいと思います︒

私ども︑まず働く人が子育てしやすい環境︑暮ら

りたいと考えております︒

たというふうに思っております︒

どこかの地域でやると︒規制改革のみなんですね︒

今度の構造改革特区は︑一つの規制緩和事項を

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この規制改革につい
ます︒

ては︑大きく言うと二つの流れがあるんだと思い

○松下新平君 ありがとうございました︒
次に︑規制改革の意義と国家戦略特区につきま
して︑規制改革そのものの意義についてお伺いし
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いう仕組みでございます︒

どこでも手を挙げればそれを適用できると︑こう

それが認定されれば︑それを望む自治体は︑全国
れは︑可能であればそれは全国展開していこうと︒

をやって︑その効果のほどをチェックすると︒こ

るこの特区ならではの大きな取組の中で規制緩和

れていくものと理解されております︒

主導する結果︑トップダウンで戦略特区が推進さ

を設置することにより︑議長である総理が会議を

現行の総合特区制度でも特区推進本部が内閣に

問会議のようにいろいろ議論して︑それに基づい

それから︑全てがうまくいくとは限りません︒

こういう流れをつくっていこうと︑こういうこ

て総理が決断し︑特区制度全体あるいは規制改革

総合特区というのは︑今度は︑規制の緩和に加

とでございまして︑今度の特区制度が︑規制緩和︑

全体を望ましい方向に向けていくということに重

あり︑本部長は内閣総理大臣ですが︑本部はどち

特にこの岩盤規制と言われるようなものは︑やは

点があるのだろうと考えております︒

駄目だとするならば︑その駄目な原因をやはり徹

りそれだけの物事というのは大きな効果があって︑

国家戦略特区諮問会議は総理のトップダウンを

えて︑プロジェクトをそこで地域が考えて︑単体

かつ︑この構造改革特区も総合特区制度も︑そ

そしてその規制を緩和することによる心配が取り

担保する機関としてどのような役割を期待されて

らかというと決定機関ですから︑議論の場として

れはまさに地方︑事業者からの手挙げ方式であり

除かれると︒それは︑取組を大きくすればするだ

いるのか︑お伺いいたします︒

底的にチェックをして︑改善をして︑次なる新し

ます︒御提案いただいたものに対して国がマル・

け効果もきちんとチェックしやすくなるという意

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この国家戦略特区は︑

の規制緩和ではなくて複合的な事業としてプロジ

バツを定めて︑それで要件に当てはまるもの︑指

味におきましては︑この国家戦略特区を活用して︑

先ほどから申し上げておりますように︑言わば日

は余りふさわしくないと思われます︒経済財政諮

定した範囲についてはどうぞといって御支援をす

結果的に規制緩和が大きく進むのではないかと︑

本の本気を示すと︑そういう特区にしたいと思っ

い提案を起こしていくと︒

ると︑こういう仕組みであります︒

こういう期待をしているわけでございます︒

ているわけであります︒ですから︑それは︑新し

ェクトにして︑その中で規制緩和も組み入れると︒

ただきます︒民間の事業者からも御提案いただき

○松下新平君 ありがとうございます︒既存の特

い斬新な提案を入れて︑それから規模を集中して︑

したがって︑その規制緩和はその地域のみに使わ

ます︒そして︑あわせて︑国も一緒になってそこ

区制度との比較にも触れていただきまして︑あり

今度の国家戦略特区は︑地域からの御提案もい

れる項目なんですね︒

で事業体になると︒ですから︑国と地方と民間が

また複合させることによってこの効果を狙うと︒

この仕事を︑やはり大事なことは︑迅速にかつ簡

がとうございました︒
次に︑トップダウンで国家戦略特区を行う意味

一つになって同じ立場で事業を推進していく︒そ
れはまさに国力の総合的な力をここでつくって推

潔な意思決定によって進む︑そういう形をつくろ
国家戦略特区制度につきましては︑特区をトッ

についてお伺いしたいと思います︒

ですから︑これまでの特区とは根本的に違うん

プダウンで進めることが重要であると説明されて

しかし︑これは︑あえて申し上げますが︑総理

進してみようではないかと︒
です︒国が枠を定めて︑その指定に合致したもの

こられました︒そして︑本法案におきましては︑

といえども︑またその担当の大臣といえども︑一

うということでこの特区諮問会議というものが設

を認めて︑どうぞではなくて︑一緒にやりましょ

内閣総理大臣を議長とする国家戦略特区諮問会議

けられているわけであります︒

うということであります︒しかし︑この根底にあ
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その上でまとめたものを決定するときに︑強力な

ゆる方々の意見を聞き︑知見をきちんと検証し︑

存で決められることは何一つございません︒あら
ますが︑国家が伸びていくときには大きな理想を

の生活というのはそれぞれ大切なところでござい

んでいるわけですけれども︑もちろん我々の日々

そして︑当時︑鴻池当時の特区担当大臣︑今座っ

ションの秘書官をさせていただいておりました︒

した︒ここにいらっしゃる世耕官房副長官のポジ

のところ︑一生懸命苦労してつくられた︑それを

ていらっしゃいませんが︑参議院出身の鴻池大臣

今回の国家戦略特区法案︑新藤大臣から意気込

下支えを少しだけ手伝わせていただいたという経

掲げて︑それにみんなの気持ちを一つにして突き

れは︑最終的には閣議決定するんです︒ですから︑

み︑具体的なイメージも含めてお示しをいただき

験がございます︒そして︑茨城県庁に赴任をいた

推進体制と︑そこの迅速でかつ簡潔な意思決定体

そこで全閣僚が承認をして進むということになり

ました︒まさに︑この日本の底力を発揮するこの

しまして︑構造改革特区もいろいろと経験をさせ

が︑参議院の官房副長官︑当時︑上野公成先生で

ます︒

タイミング︑チャンスを逃したら日本が再びまた

ていただきましたし︑国際戦略総合特区︑これは

進んでいくという大きな意思と申しますか︑志と

ですので︑これまでと違うところは︑その決定

興隆することがないと︑そういった背水の陣︑危

今つくばで大変な取組を行っておりますが︑その

制をつくるというふうにしたわけでありまして︑

する仕組みをシンプルにしました︒しかし︑それ

機感でこの法案に取り組んでいらっしゃるという

指定に当たりまして副知事としまして一生懸命︑

したが︑のところへ何度も来られて︑そして当時

は︑最終的には国家の意思決定をするわけであり

ことを感じました︒我々も︑それぞれ議員の立場︑

なかなか厳しかったんですが︑そのハードルを乗

申しますか︑そういったものが大事だという教え

ますから︑これは閣議で決めていくということで︑

与野党はございますが︑この衰退︑そして閉塞す

り越えようということでみんなと一緒になって真

この特区諮問会議では︑区域の方針︑それから事

これは議論の方はしっかりとする︑充実した議論

る日本を打破する大きな切り札でございますので︑

剣に取り組ませていただいた経験がございます︒

の特区制度の創成期というんでしょうか︑始まり

を前提にして︑しかし決められるものは速やかに

そういった意味で︑参議院でもこれからこの法案

そういう経験を基に今日も御質問をさせていただ

だろうと思います︒

決められるようにすると︑こういう形をつくる︑

の審議を深めて︑より良きものにしてまいりたい

きたいと思いますので︑是非よろしくお願いいた

業内容︑様々なものが決められます︒しかし︑そ

それが国家戦略特区諮問会議でございます︒

と思います︒
したいと思います︒ありがとうございました︒

大臣所信に対する質疑で︑特区制度の成果とそし

新藤大臣には︑前回︑十一月の五日のときに︑

したいと思います︒
○上月良祐君 自由民主党の上月良祐でございま

もあり成果もありということでいろいろとお話を

御礼を申し上げたいと思います︒その中で︑課題

ただきました︒大変丁寧に答えていただきまして︑

て課題につきましていろいろとお伺いをさせてい

私は︑かつて小泉官邸に勤務をいたしておりま

と思います︒

それでは︑引き続き御質問させていただきたい

す︒

それでは︑この後は上月委員にバトンタッチを

○松下新平君 ありがとうございました︒日本の
本気度︑是非それを存分に発揮していただきたい
と思います︒
明治の初期のころの思想家で歴史家である徳富
蘇峰という方がいらっしゃいますが︑国家が興隆
するときは理想をもって生活とし︑国家が衰退す
るときは生活をもって理想とするという言葉を述
べられています︒私もこの徳富蘇峰にいろいろ学
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ことは本当にそのとおりだと思います︒しかし︑

いただきました︒私は︑おっしゃっていただいた
が重要なんじゃないかと思っております︒

の頭を切り替えていくということの大切さ︑それ

話はないんだと思います︒したがって︑自分たち

くなりました︒それから︑国と地方の対立といい

思いで聞きますよね︒今は全くそういうこと︑な

ス停一個動かすのにがんじがらめとか︑懐かしい

ますか︑地方の声をなかなか国が吸い上げられな

それに加えてもう一点︑私は大変重要ではないか

そして︑失われた何十年というふうに言われて

い︒それから︑国が画一的に︑新幹線の駅前は全

と思っていることがございます︒

おりますけれども︑私自身は︑それはキャッチア

のところ︑国民の意思︑そして︑その意思を得た

それは何かといいますと︑実は特区制度︑今で

追い付け追い越せと言います︒しかし︑キャッ

政治︑またそれを受けた行政︑こういったものが

部金太郎あめのように︑再開発や都市計画をやっ

特区制度が始まる前は︑霞が関では︑私が記憶が

チアップというのは追い付くだけです︒追い越せ

取り組んできた結果が今になっているんだという

ップから抜け出せない︑それが重要な︑まあ何と

間違っていなければ︑こういうのは憲法違反なん

ません︒新しい価値観をつくっていく︑新しい社

ふうに思います︒

はもう当たり前になっています︒ここ十年間︑特

だと︑どこかの地域だけ規制を緩めるというのは︑

会価値をつくっていく︑そういうふうな取組をし

ですから︑まさにこの国民主権の下に︑まずは

てもみんな同じと︑これから脱しなきゃいけない

こんなことはあり得ないんだということで︑絶対

ていかなければ追い越せない︑次の日本の発展は

この国に住んでいる人々の意見をきちんと聞いて︑

いうんでしょうか︑ポイントではないかと思って

にできない制度だというふうに言われていたんで

ないのではないかと思っておりまして︑そういう

それを民主主義のルールにのっとって政治が実現

区がない日本というのが考えにくいぐらいたくさ

す︒それがころっと変わってしまった︒頭が切り

意味でもこの特区への取組というのは大変重要じ

していく︑このたゆみない努力というものを更に

という長い取組があったと思います︒それは結局

替わることでこんなにも制度が切り替わるんだと

ゃないかというふうに思っているところでござい

進めていかなくてはいけないと思います︒

おります︒

いう大変重要な例なんだと思っております︒私は︑

ます︒

ん特区がある︑まあ︑なじみがあります︒しかし︑

大切なのはそこではないかと︑成果の一つという

きに︑国内の制度や国内の考えで自縄自縛になっ

ルな戦いをしていかなければいけません︒そのと

といいますのは︑世界の中でこれからグローバ

御決意︑お考えを改めてお伺いしたいと思います︒

たいと︑まさに重要だと思っているんです︒その

った成長戦略を作文で終わらせないように頑張り

度をフルに活用して︑前回︑甘利大臣がおっしゃ

戦略特区というのも出ておりますが︑この特区制

と受け継いでいく︑こういう思想が我々の根底に

一方で︑残すべきものは残す︑良いものはきちん

えて変えられるところは変えていこうと︑しかし

ように工夫してみようじゃないかと︑頭を切り替

力を最大発揮できるように︑最大効果を得られる

安倍内閣はもう一度日本を持ち上げようと︑この

その上で︑今私が心掛けなければいけないのは︑

ているということほどばかげたことはないのでは

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まさに今委員が御指

はございます︒その意味において︑今度の特区と

そういう意味で︑改めまして︑今回はこの国家

ないかと私は思っております︒ほかの国から見た

摘のように︑二十年ぐらい前でしょうか︑ですか

いうのは︑何かを悪者にして︑対立概念の中でこ

んでしょうか︑重要なポイントはそこにあるので

らどうでしょうか︑逆に︒日本は自分で手足を縛

ら︑一九九三︑四年のころでしょうか︑何か︑バ

はないかとも思っております︒

って走れない状況になっていると︑こんなばかな
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れを打ち破ると︑こういうことではないんだとい

一定の役割を果たしたいと︑このことを責任だと

うな取組をしたいという意気込み︑先ほどの松下

恐らく︑しかし︑新たな法案を出してこういうふ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私︑大事に思ってい

感じてやらせていただいているわけでございます︒

それで︑ちょっとお尋ねしたいことがあるんで

るのは︑今回の国家戦略特区のコンセプトペーパ

うふうに私は思っているんです︒最も改めなけれ

初に言いました合わせ技です︒そして︑その中で︑

すが︑まず三本目の矢に関しまして︑この前もち

ーの中にも入れさせていただきましたけれども︑

先生の御答弁にもありました︑強い意気込みを感

しかし大切なことは︑集中して複合的に総合力を

ょっとお話ししたんですが︑一本目も二本目も大

これ一つで考えていないんですよ︒ですから︑構

○上月良祐君 大臣︑ありがとうございます︒全

発揮してある一定のエリアでやってみた結果がど

変難しい矢なんだと思います︒しかし︑三本目の

造改革特区ももっとやっていきます︒それから︑

ばいけないのは手段の目的化でございます︒

んな効果が出るか︑この規制を変更することによ

矢ほどではないんだと思っております︒三本目の

総合特区も︑これはもう強力に推進していかなき

じるんですが︑やはりこれまでと違って国家戦略

ってどういうメリットがあるのか︑そして例えば

矢︑すなわち成長戦略の矢を飛ばせなかったから

ゃいけないと︑既にもう四十八の指定があるわけ

く思いは同じでございます︒そして︑そのことを

そこに投下した投資はどういうふうにして回収で

こそ失われた何十年ということになってきてしま

ですから︒ですから︑これはこれで進めていくん

ですから︑今度のことも︑規制緩和のみで︑こ

きるのか︑こういうものをやはりきちんと測った

ったのではないかと思っております︒そういう意

です︒それ以外にも︑私は今︑地域活性化担当大

特区じゃないと駄目だという点につきましてちょ

上で︑客観的な指標︑私どもは最近ＫＰＩとよく

味で︑まさに三本目の矢が飛ばせるかどうかがこ

臣で︑七つのそういったプロジェクトあります︒

現場で頑張らせていただきたいと私は思っており

呼びますけれども︑達成すべき目標︑目安です︒

れから日本が︑大臣がおっしゃるように︑もう一

中心市街地活性化︑それから環境モデル都市︑都

れをやれば経済が良くなるって︑一つのことでそ

それから︑ＰＤＣＡサイクルというのはもういつ

度日本が世界の中心になっていけるような︑安倍

市再生ですとか︑いろんなのがあるんです︒です

っと御教示いただければと思います︒

でも言われます︒このあらゆる部分においてチェ

総理がおっしゃっておりましたけれども︑そうい

から︑それはそれでやっていかなくちゃいけない︒

ます︒

ックをして評価をして︑そしてフィードバックす

った︑もう一遍良くなっていけるかどうかの大き

んなふうに簡単には動きません︒先ほど︑一番最

る︑この連携をつくる中で効果を上げてみようと︒

な岐路だと思っております︒
ちょっと私︑腑に落ちないところが一点あるん

さんあります︒そういうものもこれは全部推進し

それぞれの地域が今やろうとしていることはたく

それから︑特区だとか特別の制度ではなくて︑

今度の特区は︑ですからこれまでの長年の取組を
踏まえた上でのブラッシュアップしたものになら

ですけれども︑国家戦略特区なんですけれども︑

ですから︑総合特区と今度の国家戦略特区が︑

なければいけないと︒それから︑次元を変えて少

どうも︑国際戦略総合特区の取組を加速していく︑

場合によると︑あるエリアが部分的にかぶるとこ

ていかなくてはならないんでございます︒

いろんなものを組み合わせながら︑しかし︑こ

それにエンパワーすることで十分カバーできるの

ろも出てくるかもしれません︒それから︑総合特

私は国際戦略総合特区に一生懸命取り組みました︒

れによって何らかの成果を上げて︑それがこの国

ではないかなという思いもちょっとするんです︒

し違う観点からやってみようと︒

の︑日本の経済全体が再興していく中での我々は
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今回︑法案修正で入れていただきましたのは︑

れは連携できるものはきちっと連携していこうと︒

になることもあるかもしれません︒ですから︑そ

そこをブラッシュアップして国家戦略特区の部門

どちらでも結構です︒その特区の中のものがより

区の中で国際戦略総合特区︑地域活性化総合特区︑

す︑国は︒

にか日本は自分たちでやらなくなっちゃったんで

りくださいって実は言っているんです︒いつの間

補助金あげますよ︑税制付けますよ︑どうぞおや

請したものに対してマル・バツ付けてどうぞと︑

いずれにしても︑今までは国というのは︑全部申

の中でやるのではなくて︑手挙げ方式ではない︑

いんですけれども︑やっぱりその後︑地域の方に

しょうか︑大騒動になって︑やっているときはい

もう一生懸命になって︑もう一大︑何ていうんで

て︑何ていうんでしょうか︑役所の方も選ぶのに

団体と組まないといけないと思うのである︒そし

るとはいってもやっぱりこれやりたいという地方

んな必死になるんです︒地方団体も︑国が指定す

けであります︒ですから︑それはあっちが駄目だ

こういう御提案をいただいて御修正いただいたわ

事務手続上もっとスムーズにしようじゃないかと︑

からね︒ですから︑私は︑その意味において今度

やっぱり国家目標をきちっとやるということです

余り長話していると怒られちゃうんですけれども︑

今︑先ほど明治維新のお話出ましたけれども︑

まっては駄目なんだという地域の側の課題もある

補助金くれるんじゃないかというふうになってし

と︑あとは国が何かやってくれるんじゃないか︑

指定してもらったら︑まさに後はもうバラ色だ

構造改革特区と国家戦略特区との連携というのは

からこっちにするのではないんだということでご

の特区というものが︑新しい試みとして是非これ

と思います︒そして一方で︑やはり国の方も︑大

でやろうではないかと︒そして︑最先端の再生医

ているフードバレー︑これに匹敵するものを日本

業の新しいプロジェクトとしてどこかの国がやっ

おります︒といいますのは︑どうしてもあの地域

課題というのがあるんじゃないかなと私は思って

ながら聞いていたんですが︑地域の指定をめぐる

今のお話を聞きながら︑本当に同感だなと思い

に大切にされている大臣だとお聞きしております︒

地方議会にもいらっしゃって︑地域の目線を本当

これは一つは︑地域の側からの目線で︑これは

も課題があるんだと思うんですよ︒

ざいます︒

を加えていきたいと︑こういう思いでございます︒

臣の意気込みをまさに体現する官僚の皆さん方の

その上で︑国家戦略特区は︑先ほど言いました

○上月良祐君 ありがとうございます︒

療を始めとするライフイノベーション︑こういっ

振興立法︑これまでもたくさんありました︒新

そういう目で見て︑指定が︑今回は特に国家戦略

ように︑世界で三本の指にしようと︒例えば︑農

たものを︑これが世界の三大研究拠点だと︑それ

産・工特から始まって︑近くはリゾート法といっ

特区であれば指定される︑国がやってくれる︑あ

取組︑そういったものも大切になるんだと思いま

には地域の取組に加えて国も一緒に入って事業を

たようなものもありました︒

いずれもそれぞれ皆さんが地域で頑張っていらっ

りますので︑総合特区はもう既に四十八あって︑

た違う次元のものをやってみようということであ

区を絞って︑その代わり強力にこれまでのとはま

にやるんです︒そして︑地域指定をめぐってはみ

くみんな力が入って︑これこそ大事だというふう

が始まるときは︑今の大臣みたいなまさに物すご

の制度をやっているときも︑指定する新しい制度

地域振興立法というのは︑まさにどの法律のど

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは︑今回︑八月

らの指定について教えていただければと思います︒

んですけれども︑その辺りについて︑地域の側か

ないかと︑こうなってしまってはいけないと思う

あ︑もうこれは指定されたら後はもうバラ色じゃ

す︒

やるんだと︑こういう仕組みで極めて限定的に地

しゃるわけでありますから︑ですから︑今の制度
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らがきちんと出して︑その上で︑こういう成果を

さいと︑自分たちが達成できる目標というのを自

業者の皆さんは自分たちでＰＤＣＡを出してくだ

ただいたんです︒そこで申し上げたのは︑是非事

月に説明会やりまして︑私の方から説明させてい

御提案の期間を設けました︒私︑そのときに︑八

に今大臣がおっしゃったように︑地域の側も真剣

剣に取り組んでいるその現場を大切にする︒まさ

いかと思っております︒一生懸命やっている︑真

私はやっぱり現場を大切にするということではな

要なんだろうかということでございます︒それは︑

文だけに終わらせない︑そのために︑じゃ何が必

先ほども申し上げましたように︑成長戦略を作

晶のような努力をしなければ絶対に駄目だと︑そ

要かと︒それは本人がもう本当に血と汗と涙の結

って︑世界一なんですから︑そのためには何が必

メダルを取るようなものだと思うんです︒したが

す︒それは︑例えばで言うと︑オリンピックで金

りで例えばつくばなんかは一生懸命やっておりま

というふうに私は思っております︒そういうつも

れは世界一を目指すものでなければならないんだ

目指すものじゃないんだと思っているんです︒そ

上げるからこの規制が緩和してほしい︑この税制

に取組をしなきゃいけない︒そして︑その真剣に

れがないと絶対に成果なんか出ないんだというふ

こでお聞きしたいと思います︒

措置が欲しいと︑こういうような御提案をお願い

取り組む現場を的確に支援していく︒甘やかすと

うに思っております︒

の十二日から九月の十一日まで事業の応募期間を︑

しますということを言ったんですね︒

かということではないですし︑突き放すことでも

くれて︑教えてくれてという︑やっぱりサポート

ですから︑まずはそれは︑事業をやるのは大半

私はもう︑何というんでしょうか︑バブルの時

してくれる人あるいはコーチ︑そういったものが

そういう覚悟で今一生懸命地元ではやっており

に協力していくと︒それに加えて︑国も︑例えば

代あるいは高度成長のように︑国が何かお金をま

ないと金メダルなんか絶対取れないんだと思って

なくて︑的確に支援していく︒本当にそれをやら

その事業を進める上での国家的見地から基盤整備

いたり政策をつくれば日本全国が一斉に上がって

おります︒本人が頑張ることに加えて︑国がやは

は民間の方であり地方自治体の方々でありますか

であるとか新しいそこで国の事業もかみ合わせて

いくというようなことはもうないんだと思ってお

りコーチの役割︑あるいはサポートの役割か分か

ますけれども︑あわせて︑やっぱり本人だけでは

みて複合的に効果を上げようと︑こういうふうに

ります︒どこかのやはり地域︑地点がその周りの

りませんが︑そういった役割を的確に果たしてい

なければ︑日本の成長点をつくっていくというこ

持っていこうということでありまして︑これはや

ことも含めて引っ張っていって︑そういう地点が

かなければ金メダルなんというのは絶対に取れな

ら︑地方の皆さんですから︑その皆さんがやりた

はり地域を国が抱きかかえるわけでもないし︑地

次々出てくることで国全体を引っ張り上げていく

いんだというふうに思っております︒もちろん前

駄目で︑客観的に見てくれて︑アドバイスをして

方が独自にやって︑国は何でもいいからお金だけ

ようなイメージ︒その特区というのは非常に大き

提として︑先ほど来申し上げていますように︑地

とはできないんだと思います︒

出してくれればいいんだでもないし︑一緒になっ

なですからポイントではないかというふうに思っ

いこと︑また求めていることを我々はそれを一緒

てやりましょうと︑こういう仕組みにしたいと考

元が頑張らないと何も始まらないと思っておりま

そして︑私思うんですけど︑コーチの機能の大

す︒

ております︒
うです︒しかし総合特区もそうでした︒日本一を

そして︑例えて言いますと︑国家戦略特区もそ

えているわけであります︒
○上月良祐君 ありがとうございます︒
それで︑ちょっと国際戦略総合特区についてこ
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評価をしてあげられているかどうか︒きちんと︑

か︑悪い点が改善されているかをきちっと的確に

ふうに︑何というんですか︑いい点が伸びている

変重要な部分の一つというのは︑やはりどういう

いんだと私は思っております︒それが現場で一生

をしていく︑そのことでしか本当に成長はできな

いに的確に更に重点的に指導をしていったり支援

ぱり重点的な︑まさに強化選手に対する支援みた

いって︑一方で︑よく伸びている人には更にやっ

して︑それを公表することにしております︒です

総合特区においては︑指定後一年でこの評価を

と思います︒

点を出し︑実行していくと︑こういうことになる

する︑その上で︑その原因の分析をし︑その改善

れは自分たちが︑まず事業主体が評価する︑あわ

何というんでしょうか︑オリンピックの候補選手

そういう意味で︑国際戦略総合特区︑これ七地

せて︑国において有識者による評価検討委員会が

から︑二十四年度の各地域の評価結果︑これを︑

とアドバイスをする︑そしていいところは伸ばし

域あるわけでございますけれども︑プロジェクト

ございますので︑そちらでもチェックをして︑見

懸命動き回ってこれまで働いてきた者の実感でご

てあげる︑そのアドバイスをするためにもきちっ

がいろいろありますから︑その下にぶら下がって

直しをして改善点を指摘すると︑こういうふうな

をちゃんとずっと見て︑そして︑何というんでし

と評価をしないといけないんだと思うんです︒き

いるプロジェクトがあります︒つくばでも例えば

仕組みになっているわけでございます︒

過日︑十一月八日︑公表したわけであります︒そ

ちっと見る︑現状を見なきゃいけないというふう

四つの上に今度三つ指定して七つあるわけでござ

○上月良祐君 ありがとうございます︒

ざいます︒

に思っております︒

いますけれども︑大臣がそれを全部分かるという︑

ょう︑悪いところはこうやってやった方がいいぞ

そして︑きちっと見ること︑進捗状況を評価す

そんな時間はないし︑そんなことをする必要はな

そして一方で︑厳しくそういうふうに的確に評

だというふうに思います︒

につぶさにその辺を見ていかなければいけないん

が日本にとっても大切だと思えば︑的確に︑本当

あるのかもしれません︒金メダルを取るというの

しかし︑そこで頑張ればまた上がるようなことが

さいというような人が出てくるのかもしれない︒

ョナルチームから外れて準備チームに入ってくだ

Ａ級かＢ級か分かりませんが︑その級から︑ナシ

います︒あるいは︑今年は︑何級か知りませんが︑

外れる人も出てくるかもしれないというふうに思

だと思います︒ですから︑現状の進捗をまず把握

て︑そして不断の見直しを掛けていくということ

ね︑自己評価それから客観評価︑これを組合せし

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まさにＰＤＣＡです

思います︒

いて︑概括的にまず大臣から是非お伺いしたいと

状況︑それに対する評価がどうなっているかにつ

そういう意味で︑国際戦略総合特区の現状︑進捗

をする︑そのことがすごく重要だと思うのですが︑

と見させて︑きちっと評価をする︑継続的に評価

やはり官僚の皆さんなども督励しながら︑きちっ

いんだと思いますけれども︑そういったことを︑

表いたしました︒この評価につきましては︑有識

に︑十一月八日に平成二十四年度の評価結果を公

ただいま大臣の方から御説明ございましたよう

げます︒

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

す︒

ございますが︑是非教えていただければと思いま

辺りにつきまして︑これは政府参考人でも結構で

全体が分からないということもありまして︑その

いうのは︑なかなか地元のことに集中していると

ころの地域も含めて今どんなになっているのかと

く聞きたいと思うんですけれども︑それ以外のと

それで︑つくばについてはこの後ちょっと細か

る︑その結果︑中にはオリンピックの指定選手を

価をして︑そして︑何というんでしょうか︑見て
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価結果でございますが︑総合評価でいわゆるＡ評

を行ったところでございますが︑この有識者の評

者によります調査検討会で自己評価に対する評価
に是非指導していただいて︑そして的確にウオッ

導する側にあるんじゃまたいけませんから︑的確

要かなと思います︒しかし︑そうなった原因が指

らかというと基礎研究の方に集中していたような

横の連携が十二分にできなかった︒そして︑どち

たくさんあるものですから︑やっぱりどうしても

して︑それはなぜかというと︑すごい研究機関が

たということがあったのではないかという反省に

チしていっていただきたいというふうに思います

つくばについてちょっとお聞きさせていただき

立って︑そういう意味で︑国際戦略総合特区の枠

価︑大変優れている︑著しく優れているという評

数字になっておりまして︑各地域において個別に

たいと思います︒ここ︑本当に一生懸命かかわっ

組みというのがすばらしかったのは︑提案者は県

嫌いがあって︑何かを成果として生み出すという

は︑こういうところがまだ問題が残っておる︑こ

てきてやってまいりました︒大きく変わり始めて

がなれるというか︑なるということだったもので

ので︑是非ともその点はよろしくお願いいたした

ういうところが評価されるということを細かく評

おります︒何が変わり始めているかというのは︑

すから︑どうしても自治体との関係というのが︑

価が十三地域︑Ｂ評価︑優れているという地域が

価シートにいたしまして︑それを公表いたします

これは皆さんの意識と実際の取組が本当に動き始

特にまた国立の大きな︑まあ独法ですけど︑が研

ようなことに関して十分な取組ができていなかっ

とともに︑各自治体の方にもお伝えをし︑取組を

めてきております︒私は︑これを是非とも加速し

究機関だということで離れていたのが︑やっぱり

いと思います︒

促すと︑こういうことをしているところでござい

ていきたいというふうに思っておるんですが︒

二十三地域︑適当である︑Ｃ評価が六地域という

ます︒

うにお聞きしておりますけれども︑これまでの

局長さんはまだ比較的新しくなられたというふ

二万人︑人口の十分の一が研究者で︑八千人から

が集中しているわけでございます︒研究者だけで

の三分の一ぐらいのナショナルレベルの研究機関

今︑何というんでしょうか︑次世代のがんの治

います︒

であったというのが実際のやっている経験でござ

刺さり始めたということが非常に大きなきっかけ

自治体とも一緒になってやるということで横串が

代々の局長さんも一生懸命やってこられたことで

のドクターがいるというような︑どこかの町や村

療︑切らない︑痛くない︑そして中性子線を当て

元々で申し上げますと︑つくばというのは全国

ございます︒

の︑町村の人口でいうと全員ドクターだというよ

○上月良祐君 ありがとうございます︒

是非︑今私申し上げましたように︑例えば指定

はヨーロッパの方で先を越されてしまったんです

るだけでがんが消えるような本当に次世代のがん
しかし︑これは総合特区の当初の指定のときの

ね︒国の予算でニューロリハセンターというのが

うなすごいポテンシャルがあるところではありま

とがないにこしたことはないです︒しかし︑本当

反省の弁でも述べましたけれども︑しかし︑これ

ドイツにどんとできちゃいました︒もう医療保険

したところの強化選手を外します︒これは大変厳

にサボっているところがあったら︑そんなことに

まで次々と成果があふれ出てくるような取組とい

の適用もドイツに先越されちゃいました︒結局︑

の治療や︑ＨＡＬ︑ロボットスーツですね︑これ

皆さん︑忙しい皆様方はそれにかかわっているこ

うのが十分にできていたのかというと︑そうでは

そうやって︑せっかくいいものがあるのにまたヨ

した︒

と自体がやっぱりまずいんだと思います︒より頑

なかったというのが反省点としてございます︒そ

しいことかもしれませんし︑できたらそういうこ

張っているところに集中していくということも必

- 13 -

内閣
平成２５年１１月２６日

は全体に共通するようなナノの話︑あるいは創薬

っておりますけれども︑そういったもの︒あるい

歩手前まで来ている︒アメリカはもっと激しくや

本当の話が現実に産業化できるようなところの一

類︑この藻から油が取れるという︑うそみたいな

保障というのは大変重要なことですけれども︑藻

あるいは︑エネルギー問題︒エネルギーの安全

ておりますけれども︑そういったロボットとか︒

ことで国家戦略特区でも御提案をさせていただい

がありますが︑だからそうならないようにという

ーロッパに負けようとしているというようなこと

させていただいている︑そういうふうな取組がそ

にして︑いろんな皆さん方の議論を聞いて吸収を

して議論に︑まあ余りこっちからは言わないよう

すけど︑もう是非ともと︑終わってからは顔を出

挙の前まではなかなか時間がなかったのであれで

るんです︒私もそこに飛び込ませてもらって︑選

う人が実は勝手に集まって勝手に議論し始めてい

のために一生懸命働いているのかという︑そうい

のは何にも気になりません︒本当にどれだけ現場

したけれども︑肩書とかどんな経歴の人かという

むしろ︑私はいつも︑これまでもそうしてきま

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

いと思います︒よろしくお願いします︒

れはもうアドバイスも含めて是非御意見を承りた

ういう点があるのかということにつきまして︑こ

いいんじゃないかという点︑ほかとも比較してど

いい点︑あるいはここをもうちょっとやった方が

されている大臣あるいは局長から見て︑つくばの

すけれども︑それはまあいいです︒実際に御担当

くばは一位だったとかというふうに聞いておりま

他と比較をして︑この前何か経団連の評価でもつ

がありましたように評価も出ておりますけれども︑

ん自分でも評価しております︑今局長からもお話

げます︒

れだけではなくてあちらこちらで始まっている︒
これは一昔前のつくばでは考えられなかったこ

の話︑こういったものを一生懸命取り組んでいる
ところでございます︒

ておりますけれども︑そういったものの連携とい

れて︑産学官金の連携がないと私は駄目だと思っ

と思っていまして︑自分でもそのことを︑是非か

す︒それを大切に育てていくことが本当に重要だ

大切な私は成長点の芽だというふうに思っていま

うに認識をいたしております︒それぞれにつきま

の実用化などで着実に事業が進んでいるというふ

用化でありますとか︑藻類バイオマスエネルギー

つくばの国際戦略総合特区︑次世代がん治療の実

今委員の方から御説明がございましたように︑

うものが本当に目に見えて︑しかも︑ファシリテ

かわりたい︑日本の成長に現場の実践を通じてか

して︑次世代がん治療実用化プロジェクトでいえ

とです︒そして︑これこそが日本の発展の本当に

ーターというんでしょうか︑本当の成長をつくっ

かわりたいと思っております︒なので︑そういう

産学官の連携と︑あるいは産学官︑金融まで入

ていくキーパーソンというのは肩書じゃないんで

ルギー実用化プロジェクトについては︑平成三十

ば︑創薬︑薬剤の開発を行う企業に対する減税措
そして︑ハブ機構といいまして︑何というんで

二年までに一・四万トン分のオイルを生産すると

ふうな現状にあるということでいろいろお話をさ

ょうけれども︑その下の方にもきらきら光るよう

しょう︑全体を取り回しをするようなグローバ

いうことで︑耕作放棄地を使って大量に藻を培養

すね︒恐らく大臣とか副大臣とかが部下の方を見

な人がたくさんいらっしゃるんだと思うんです︒

ル・イノベーション推進機構というのも筑波大学

するというようなプロジェクト︑これも財政支援

置や財政支援︑それから︑藻類のバイオマスエネ

どこかの機関を代表したような人たちを集めて︑

を中心につくって︑いよいよ動き始めているとい

を受けて進んでいるということで︑先ほど申し上

せていただきました︒

同じようなポジションの人を集めることには︑余

うところでございますが︑つくばの評価︑もちろ

られても︑もちろん肩書が上の人は立派なんでし

り私は意味がないんだと思っています︒
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う評価を受けております︒

実に進んでおって︑成果が上がってきているとい

個別の各部門での研究開発そのものについては着

げました特区の評価におきましては︑こういった

と何かステレオタイプな御意見じゃないかなとい

は別に文句付けるつもりはありませんが︑ちょっ

○上月良祐君 多分︑その有識者の連携って︑私

でございます︒

ないかという指摘が有識者からあったということ

す︒

そんなことは何の関係もないんだと思っておりま

も前々政権でもその前の政権がつくった制度でも︑

としてはそうかもしれませんが︑私は︑前政権で

の制度じゃないかといったような声︑これは事実

民党の方々が話をしている中では︑これは前政権

一方で︑有識者の中では︑今回三つプロジェク
う気がします︒

門間連携というのが今後の課題になるのではない

うなこともできるのではないかと︑そういった部

の連携というものを考えればもう一歩先に進むよ

機関同士あるいは研究者同士の横の連携︑部門間

ぞれがそれぞれで行われておって︑もう少し研究

います︒あえてもう四つ申し上げませんが︑それ

行われてきた四つの先導的なプロジェクトがござ

いうことがあったら︑是非ともアドバイスをいた

またこういったところが足りないんじゃないかと

りないんじゃないか︑ほかの地域とかから見たら

プロジェクトの中での横の連携で︑この部分が足

から︒むしろ︑もっと各︑何というんでしょう︑

そんなことは言われなくたって一生懸命やります

ころがないことはないかもしれない︒けれども︑

もちろん︑確かにロボットとナノは関係すると

支援もいただければというふうに思います︒

ているところにはきちっと御指導もいただき︑御

す︒是非とも︑国際戦略総合特区の中でも頑張っ

とではなくて︑していただきたいと思っておりま

てあげていただきたい︑それは甘やかすというこ

ところを的確に︑何というんでしょうか︑支援し

るためには︑是非とも各制度の中で頑張っている

日本が成長戦略を作文で終わらせないようにす

トの追加になったわけですが︑その前にこれまで

かという評価がされておりまして︑この点につい

家戦略特区と構造改革特区や総合特区との連携み

先ほど︑さらに︑大臣からお話がありました国
とにかく︑横の連携が重要だというのは本当に

たいなお話がございました︒法文上は構造改革特

だければと思います︒
おっしゃるとおりだと思いまして︑そこは私自身

区だけ入っているのはなぜかなと思う気もしない

ては茨城県あるいはつくばの方にいろいろお話を

も︑他人事ではなくて自分でしょっている課題だ

ではないですけれども︑連携のところが︒

しているところでございます︒
今の部門間の連携とおっしゃるのは︑四つのプ

というふうに思って一生懸命やっていますので︑

ゃにしてという意味ではなくて︑関係する部分が

○政府参考人︵川本正一郎君︶ 四つ全てごっち

ちょっと思っていたことが氷解しておりますけれ

私はもう非常に安心をして︑悩みといいますか︑

んでございますけど︑先ほど来の大臣の御答弁で

これは大臣にも是非お願いをいたしておきたい

ます︒別にそれを︑何というんでしょう︑私がか

だきますし︑茨城県は農業の提案もいたしており

ＡＬに関しては国家戦略特区の提案もさせていた

というんでしょう︑今回︑例えばつくばでは︑Ｈ

でもいいです︒現場のことを考えて是非とも︑何

○上月良祐君 ありがとうございます︒
ロジェクトについてと言いましたけれども︑まさ

十分頑張りたいと思います︒

あればそれをもう少しお互いに︑例えばロボット

ども︑国際戦略総合特区は︑これは前政権の時代︑

かわっているから取り上げてくれと言うつもりは

ただ︑そんなことは︑もう法文とか︑私︑どう

か藻類バイオマスとロボットで一緒にやれという

の部分︑それからナノテクの部分とか︑もう少し

民主党政権の時代の制度なんですね︒それで︑自

ことではないですよね︑それは︒

何か相互に連携取れるようなところがあるのでは
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これまでやってきた経験というその積み上げ︑そ

ないですけれども︑是非中身をよく見て︑現場で
地方ではほとんどない︒それは︑規制緩和と呼ぶ

店街は残っているところがありますが︑いわゆる

いいんだと思います︒それはマスコミとかでは厳

くらない︑守るんだというようなことがあっても

思いもあられるのかなと思いますけれども︑そう

しく言われるかもしれないけれども︑その後︑是

一方でそうやって緩和をしながら︑中企庁辺り

いった意味で︑しかし︑積極的に規制にはチャレ

のかどうか分かりませんけれども︑あの法律の見

さらに︑先ほど大臣からお話がありました規制

がやや小さめの補助金を国として︑別に自治体で

ンジしていただきたいと思うんですが︑このこと

してその人材の集積というものは大変大きなもの

の︑岩盤規制とよく言われておりますけれども︑

も配れそうな補助金を配ろうとしていると︒それ

に関して大臣の御意見あればお伺いいたしたいと

非地域に影響がないように︑これは地域で御活躍

今回の国家戦略特区で岩盤規制を対象にするんだ

は風呂の底に穴を空けながら水を入れるような話

思います︒

直しと密接に関係していると私は思っているんで

といったようなお話があります︒ある意味で︑政

であって︑やっぱり地域の︑何というんでしょう

○国務大臣︵新藤義孝君︶ ですから︑まさに私

があると思いますので︑是非ともその点もよく見

令で地域を指定するかどうかとか︑国が一緒にな

か︑現実をよく見て緩和もしていただきたい︒た

たちが陥ってならないのは︑手段の目的化なんで

をされていらっしゃった大臣としてはそういった

ってやるというのは重要なんですけれども︑これ

だ︑大規模小売店舗でも欲しいと言っているとこ

す︒何かをやればいい︑だから全部壊せというこ

す︒

までの総合特区だって国家戦略特区だって︑その

ろもあるんです︒どこでもかしこでも駄目という

ていただければというふうに存じます︒

つもりでやれば余り違いはないのかなとも思うん

とになると︑その結果は惨たんたるものになるの

が欲しいというふうに言っていますけれども︑地

大いなる反省でいえば︑今の取り上げていただ

わけではなくて︑こういう種類の大規模小売店舗

でよりも規制に関してもっと︑いわゆる岩盤規制

域によってはそういうところもあるんだと思いま

いた大店法については︑これは非常にその後の中

ですが︑岩盤規制を対象にするかどうか︑これま
を対象にするかどうかというようなことがるる言

す︒だから︑そこは丁寧に︑特区みたいな制度で

心市街地活性化法と都市計画法の改正を伴いまし

は︑いろんな経験があります︒

われております︒

一つずつ丁寧に見て︑地域の兼ね合いを見て穴を

油スタンドの規制については︑これはもう今どう

ただ︑私は︑そこは気を付けていただきたい点

岩盤規制とかという呼び名自体が私は本当に余

にも手の出しようがないようなことになってしま

たけれども︑今まだ苦労しているということもあ

あの緩和をしたから中心市街地あるいは商店街と

り︑何というんでしょうか︑好ましからざるもの

って︑要するに︑初期のころ︑これが悪いんだ︑

空けていく︑例外をつくるということがいいんじ

いうのは地域では壊滅状態ですよ︒日本国中でう

というか︑レッテル張りみたいな︑潰すか潰さな

だから全部取り払っちゃえばこれで直るんだなん

もちょっとあるんです︒実は︑例えば大店法とい

まいこといっている商店街なんてまず︑一生懸命

いか︑それでマルかバツかみたいな話じゃなくて︑

ていって勢いでやってみたら︑その後のことはも

りますね︒それから︑特石法などという小売の石

探しましたけど︑正直︑四国の一個ぐらいですか︑

丁寧にやっぱり見ていって︑こういったものは例

う誰もフォローしなくなっちゃうというようなこ

ゃないかと思います︒

あれもちょっと枠組みが違うので︑一つもないと

外をつくるけれども︑こういったものは例外をつ

いますか︑大規模小売店舗立地法ですね︑正直︑

いうのが実態だと思います︒東京の都心にある商
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とがあってはならないと︑こういう思いは私も共
有しております︒

○上月良祐君 ありがとうございます︒
そして︑もう一つ重要な点をお聞きしたいと思

は評価されません︒でも︑それじゃ駄目なんだと
思います︒

証した上で︑これは特区諮問会議において定めら

どういう成果を得られるのか︑それをきちっと検

きだし︑これはもう取組と︑何のためにやるのか︑

しつつ︑良い影響が出るならば︑それは挑戦すべ

わけですね︒ですから︑悪い影響が出ないように

それを触るということは良い影響力も期待できる

れだけ強力な影響力があるということですから︑

す︒つまり︑今の日本の問題点は︑端的に言うと︑

重要なんですが︑それは一つ一つのプレーヤーで

しかし︑研究所とか研究している会社とかそれは

所じゃないんですよ︒研究所も重要なんですよ︒

正直申し上げますと︑プロデューサーです︒研究

要なものが何なのかということなんです︒これは︑

特区も総合特区もいろいろありますけれども︑重

実際に成果を上げるために︑これから国家戦略

ないんです︒まあ︑いないと言うと言い過ぎかも

プロデューサー︑指揮者に当たる人がどこにもい

出していく︑そういうふうな役割を担う人︑その

しながら︑更に自分なりの価値観で何かをつくり

するだけじゃないんです︒マッチングはもちろん

れとこれをつなげればいいとかというマッチング

違います︒あっちとこっちから聞いて︑ああ︑こ

デューサーというのは単なるコーディネーターと

ーサーというのは︑間違えないでください︑プロ

指揮者になるプロデューサーの役割︑プロデュ

れることになりますが︑そもそもの進め方として

指揮者のいないオーケストラなんです︒オーケス

しれません︒

います︒

は︑やはり我々は最初から予定調和のようなもの

トラの何か演奏している人は︑一人一人は物すご

一方で︑やはりこれは︑岩盤と言われるのはそ

があるわけではありません︒

こせるかどうかをやってみようじゃないかという

るんだと︒この中から新しいイノベーションが起

私たちは日本のいろんな課題をブレークスルーす

効果しか出ないんでございまして︑これは是非︑

中でやるんだったら︑それは同じその想定される

いてないじゃないかと︒書いてあって︑その枠の

こんな法案で本当に国の経済が開くのか︑何も書

すから︑ですから︑この法案の審議するときも︑

のは誰も気が付かなかったところから始まるんで

役所と一緒になって何かをつくった︑国民のため

ません︒役所に︑何というんでしょうか︑ほかの

とんどないんです︒大学にもない︑役所にもあり

のを評価する評価軸というのが日本の国内にはほ

が評価されていないんです︒そして︑そういうも

いるんです︑本当は︒いるんだけど︑その人たち

る人というのが地域になかなかいないというか︑

さなければならないんですが︑この指揮者に当た

ような演奏をするには指揮者が重要な役割を果た

ーケストラ全体を取りまとめて人々を感動させる

に日本には足りないんですよ︒これは肩書じゃ本

そのプロデューサーという役割というのが本当

はなっていないというのが現実なんですね︒

験研究をやる人たちにとってさほどの評価基準に

いうその成果は︑何というんでしょうか︑その試

ですよ︒そこは︑一緒になって何かをつくったと

ですよ︒特に海外の論文に出た︑海外の論文の数

試験研究をする人の評価基準というのは論文の数

くださいなんというふうにしてやるわけですよ︒

しをする人が︑どこかの試験研究機関から出して

かっていなくて︑例えばどこかのところで取り回

成果を出すためにそれが重要だということが分

ことを挑戦したいと思っておりますから︑これは

にすごくなった︑しかし︑自分の役所の権限は失

当にないんですよ︒もうアメーバのようにいろん

い技術を持って演奏しているんです︒しかし︑オ

フロンティア精神はいつも持ち続けてやりたいと

った︑それで役所の先輩から評価されるか︑それ

とにかく︑大体においてイノベーションという

思います︒
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が難しいんですよ︒

くときに︑それをやる人たち︑これは評価するの

トプット︑アウトカムをもっともっと意識してい

ぐうっとぐうっと入り込んでいく︒それで︑アウ

いって︑自分のところの︑特に基礎研究を中心に

術志向︑何というんでしょうか︑もう入り込んで

ようなことかもしれません︑みんなが一生懸命技

個々の人たちが一生懸命︑ガラパゴス化という

できません︒

は出ません︒絶対に人を感動させるような演奏は

ューサーというのを大切にしなければ絶対に成果

出していくようなそういう役割の人︑そのプロデ

な人のところへ行って結び付けて︑そして成果を

進役︑それから仕掛け人︑演出家︑そういう意味

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 今の御指摘のその推

れるか︑お伺いいたしたいと思います︒

この点について︑大臣︑どんなふうに御意見あら

というか︑思いも込めてそう思うんですけれども︑

なければいけないんじゃないかと︑私自身の︑何

そういったことをもっと意識してほしいと︑し

なプロデューサーというのがすごく重要なんです︒

単にマッチングするだけじゃない︑そういうふう

付けていって︑そして自分なりの価値観を持って︑

ウトカム︑結果を出すためにいろんなものを結び

どこの会社でもそうかもしれない︒そういったア

私が入っていた県庁の中でもそうかもしれない︑

何というんですか︑これだけではなくて︑例えば

さんが参加していただいて︑進めるためにはどう

進本部と呼んでいるんです︒それは︑事業体の皆

特区会議となっています︒私どもは通称で統合推

特区会議というのができます︒法律上は国家戦略

業の内容が決まると︑その事業を推進するための

諮問会議で全体を決めますが︑区域を設定して事

それから︑そういう意味においては︑この特区

いとは是非思います︒

ないから難しいのでありまして︑それに挑戦した

まっているんです︒それが分かっているけどでき

り物事︑プロジェクトを成功させるには︑もう決

いった反省︑私たち︑自己反省も踏まえて︑やは

ころまで招いたんだと思います︒ですから︑そう

走というか︑かつて漂流とまで言われるようなと

貢献のという︑三本目の柱と言われているので︑

関としての評価軸はあります︒しかし︑地域への

す︒しかし︑実際には︑教育機関として︑研究機

で地域への貢献というようなことが言われていま

か︑それとも教育機関なのか︒最近は三本目の柱

手段︑かつそれを推進していく実務能力︑これが

いう戦略があるのか︑戦略を実現するための実行

と打ち立てて︑それに対する実行手段としてどう

とは︑何をなすべきかという使命と目標をきちん

これは鍵を握るというふうに思います︒大事なこ

で︑事業をプロデュースする人材若しくは組織が

やろうと思っています︒

なり国︑それぞれの省庁に戻す︑こういうことを

見を吸い上げながら︑必要なものはこの諮問会議

は特区の担当大臣が入って︑そして皆さんの御意

に携わる人たちが入ってその協議をする︒そこに

したらいいんだと︑国と地方と民間と︑この事業

しかし︑例えば大学でも︑大学は研究機関なの

評価軸というのは︑どこかの大学にはあるかもし

備わって物事は成功するんですね︒

評価されないんだよねって︑そういう感じですよ︒

常に重要な役割をしていても︑俺︑大学では余り

ているだけだ︒その先生が地域にとってみれば非

ですよ︒変わり者が勝手に地域で走り回ってやっ

この組合せがうまくいかない結果がこの日本の迷

実現させ︑そのための個別具体な施策は何だと︑

きなのか︑そしてそれをどのような戦略を持って

的な戦略目標といいますか︑どういう国になすべ

ですから︑今︑いみじくもまさに我が国が国家

というのはそういう方が必ずいるんですね︒です

そういう人が出てくるし︑成功したプロジェクト

それぞれの事業において︑それぞれの区域で必ず

また決定者でもあります︒ですから︑今のことは︑

ありません︒やっぱりコーディネーターであって︑

ですから︑我々は︑しかしプロデューサーでは

れません︑しかし普通の大学ではそんなのはない

でも︑本当に重要なのは︑これはどこの地域︑
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思います︒その地域のことを聞こうと思ったら︑

本当にそういう人を大切にしていただきたいと

した︑研究機関のかなり偉い方とお話をした︒私︑

区があるんです︒ここの人がつくばに来てお話を

すけれども︑産業を集積させている新竹という地

ばと同じように︑これはＩＴ中心と聞いておりま

一つこういうことがございました︒台湾につく

ば有り難く存じます︒

で︑是非ともそういうことを意識していただけれ

るのではないかなというふうに思っておりますの

に動く方々が集まってくれるといい成果につなが

ような方々は︑そのポジションとか関係なく本当

のかもしれませんけど︑その下に︑実務的に動く

から︑地域ごとに会議をつくられるというのは︑

その人を呼べば︑何というんでしょうか︑何でも

その方と直接いろいろお話ししたんですが︑そし

それから︑一つ︑官僚の皆さんのことというん

識していただければ︑大臣のお答えを聞いて非常

かんでもしゃべれる︑紙なんか見なくたって︑こ

て言われたことは︑プロデュースはこっちでしま

でしょうか︑役所の難しさということに関しても

から︑そういう方に対しても︑働きやすいような︑

れがどうなっている︑ああなっているとしゃべれ

すから︑台湾でしますから︑日本は優秀な部品を

ちょっとお伺いしたい︑御指摘もしたいというふ

それはまあいろんな方々がバランス考えてつくる

る︑そういうふうに一生懸命走り回っている人︒

出してくださいと言われたと︒格好悪いと思いま

うに思います︒

に安心しました︒

ただし︑先を見通してこういうものが必要だとい

す︒屈辱的だとすら私は思います︒製品はこっち

岩盤規制︑岩盤規制というふうに言われたりし

仕事しやすいような環境をつくることは是非心掛

うふうに思えるような︑見えるような炯眼を持っ

で作る︑プロデュースはこっちでしますから︑こ

ますけれども︑私は役所の壁ほど大きな岩盤はな

けていきたいと︑このように思います︒

て︑そして健脚で︑足で走り回っている人︒そし

っちで売るので︑優秀な部品だけ出してくれれば

日本の将来の発展もないということなんじゃない

な︑そういう大切な人たちがいなければ︑結局︑

葉もないのかなと︒耳が痛いけれども︑反省を込

れほど端的に日本の状況を示しているものも︑言

いいですと︒もう本当に腹立たしいけれども︑こ

いことだけみんながやる︑嫌なことは誰もやらな

なが好きなことをできるようになっちゃうと︑い

は壁は必要だと思っています︒壁がなくて︑みん

いんだというふうに思っております︒ただし︑私

○上月良祐君 大変ありがとうございます︒

て︑何よりもよく耳で人の言うことを聞けるよう

かと私は思っております︒

めてそれを聞かなきゃいけないんじゃないかなと

いみたいになってしまうといけないと私は思って

非常に逆説的かもしれませんけれども︑科学技

も思います︒

アウトプットにはつながっていかないのだという

さい︑そういうふうな努力が間になければ︑結局

ょうか人間学というんでしょうか︑極めて人間く

と一緒で︑やっぱりそれは︑社会学というんでし

ろん大切なんですが︑先ほどのオーケストラの例

決して必ずしもない︒大切なのは︑科学者はもち

をまとめるというふうになりがちなんですね︒だ

とめるというふうにしなきゃいけないので︑機関

値をつくっていかなければいけないし︑事業でま

ゃいけない︒性能じゃなくて︑是非新しい社会価

つくるというところにつなげていくまでやらなき

ースができなきゃいけないし︑していって︑物を

その状況を脱するためには︑やっぱりプロデュ

すごく意識しているんですね︒そして︑それにし

うんですか︑どっちに動くかどうかというのは物

そして︑役所ごとの国境線がやっぱり︑何とい

ずいと思います︒

て︑横の意思疎通が良くなければ︑それは大変ま

と思ってはいません︒しかし︑やはり壁が厚過ぎ

います︒だから︑基本的に縦割りというのが悪い

術の将来というのは科学者が担っているわけでは

ふうに思っております︒そういった点でも是非認
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しかし︑例えば長くやっている特区の担当大臣

んと成果が出るまでいさせる︑これはもう大臣の

の方もまた︑総理が一年ごとに替わるなんて言わ

そして︑もう一つありますのは現場を見る力だ

御意向があればできなくはないことなんだと思い

かしこだわり過ぎているとやっぱり新しい発展と

いんですが︑どうしてもそうじゃなくて︑どっち

と思うんですけれども︑昔はもっともっと現場に

ます︒ましてや︑現場を見てこいというのは︑大

でもいらっしゃって︑特区の本部の人たちをちゃ

かが踏み込んでみたいな話になるとぱたっと動か

出ていたんだと思うんです︑官僚の人も︒ただ︑

臣が何か所か行ったら︑ああ︑そういうことを評

れましたけれども︑そういったときにぐるぐる上

なくなってしまうのが役所の習性でもあろうかと

今は余り出張ってないんじゃないでしょうか︒泊

価されている大臣だなと思えば役所の人はみんな

いうのも絶対にないんだというふうに思っており

いうふうに私は︑反省も込めて︑自分もおりまし

まりで出張して︑何というんでしょう︑地元の人

そうやって動き始める︑そういうこともあります︒

んと成果が出るまでちょっと長くいさせてもらう︑

たので︑感じております︒

と本当は割り勘ででも飲んだりしながら︑いろん

大臣がもう現場のことをよく御存じだというこ

も替わっているようでは︑それがもっと加速して

そして︑もう一つは︑これは官僚の組織の構造

なことを聞いたり人間関係つくるというのは大切

とは私も総務省の人からもよく聞いておりますけ

ます︒新しいものをつくっていく中で︑国境線と

的な︑致命的な問題点とも言えると思うんですが︑

なことだと思うんですが︒私は︑官官接待とかそ

れども︑そういう意味で︑役所の構造的な問題点︑

もうちょっと︑一年じゃなくて二年︑三年︑ちゃ

どうしても二年︑三年で変わっていっちゃう︑下

ういうのは一切駄目なことだと思っておりますけ

どうしても替わりがちであるというようなこと︑

いってしまうというような問題点もあります︒

手すると一年で変わっていってしまうわけです︒

れども︑もっとやっぱり地元を見る力というんで

いいますか︑みんなの国土が増えていけば一番い

それで︑先ほど来申し上げてみたように︑前の制

経緯がよく分からなくて︑その思いもそこまで︒

人がころっと替わってしまう︒そうすると︑前の

って一生懸命やっているんですけど︑そのうち役

り百聞は一見にしかず︑どうしても上がってくる

っぱり重要なことはないんだと思います︒やっぱ

てきている︑その中で現場に出かけていくほどや

これは︑定数もどんどん減らされて仕事は増え

いくときの大きな一つの問題点ではないかなと思

けれども︑そういった点が役所を使って動かして

いうのかうまく連携するというのか分かりません

いか︒壊すというんでしょうか︑例外をつくると

大きいという点︑壊すべきはそういった点ではな

あるいは現場にアクセスする力が落ちてきている

引継ぎもだから重要だと思うんですが︑そうやっ

ものを見るだけになりがちなのが︑現場に行って

いますけれども︑この点について大臣のお考えを

しょうか︑これがかなり落ちているんじゃないか

ているうちに︑思いがだんだんなくなってきてい

現場のことを見るということほど重要なことはな

是非お聞きしたいと思います︒

度をつくったのに︑そのときやり始めた人はすご

るうちに新しい制度ができると︑そっちの前の制

いのではないかというふうに思います︒現場を見

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 最も秩序を持った組

のではないかと︑そして︑どうしても役所の壁が

度はどんどんどんどん︑何というんでしょうか︑

る力︑そして継続的に取組をしていく力︑これは

織が行政組織だと思いますね︒私は︑それが日本

なと︒

余り意味のないものになってしまうというような

今のどうしても役所の組織では構造的になかなか

という国家の信頼につながっているし︑日本の官

いもう大臣のお話︑御意向なんかももう本当に入

問題︒

難しいことになっている点もあります︒

これをまたさらに反省を込めて言うと︑政治家
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ものがあるというふうに思います︒

これは世界の中でまさにトップであって誇り得る

れから︑官僚の優秀度ということに関して言えば︑

僚制度は世界に冠たるものだと思っています︒そ

が出てくるということだと思います︒

ところなんだと思うんですが︑結果は大きな違い

ていく︑これがうまく回せるかどうかは紙一重の

ための︑解決のためのそれぞれ役割分担を果たし

う課題を全員で共有し︑問題意識を持って︑その

が出ると︒だから︑そこは私は政治の責任の重さ

持つ楽団員であっても指揮者によって全然違う音

重要なのは︑オーケストラでいえば︑同じ能力を

上げていくためにどういうふうに進行管理するか︒

駄目ではないんですから︑では全体として成果を

遵守しなさいと︑これ︑もう初めて入ったときか

たことを行うのが行政組織なのであって︑法律を

政というのは政を行うと書きますから︑決められ

いうものは否めない事実であります︒しかし︑行

けるといいますか融通に欠ける部分がある︑こう

庁間の縦割り︑それから︑どうしても独創性に欠

そういった意味では︑大臣になる前には政務官と

を持たされているわけでありますし︑私どもも︑

成果も出ません︒だから︑それぞれがみんな責任

か︑組織に委ねて自分が意思を示さない限り何の

きません︒一方で︑その組織に盲従︑盲従という

組織を信頼できない人間は組織を動かすことはで

したがって︑まずは︑自分と一緒に仕事をする

し上げましたけれども︑やっぱり社長が自分の会

がおっしゃっていたように︑私も前もここでも申

力をもっと出したいんだと思っております︒大臣

いこなしてほしい︑元役人としてそう思います︒

今おっしゃったような方向で是非とも役人を使

○上月良祐君 ありがとうございます︒

掛けているところでございます︒

しかし一方で︑今委員がお話しされたような省

ら研修を受けるわけであります︑勝手に運用され

なり︑そして副大臣となり︑また様々ないろんな

というのは実感し︑また︑至りませんけれども心

ては困るわけでありますから︒私は︑そこはやは

社の社員を︑うちのところの社員は全然働かない

やつ︑ばかばっかりでみたいに思っていて︑そん

経験を積みながらこうやってやらせていただくよ
うな︑そういう仕組みを我が党においてはつくっ

なんで絶対成果は出ないんだと私は思う︒信頼関

り行政に指示を出す政治︑これは政を治めると書
きます︒ですから︑政治の責任が極めて重いんで

ているわけですね︒

係がまずないといけない︒しかし︑その上で︑う

す︒そして︑それは官僚組織においてもそれぞれ

ですから︑あとは︑それは個人のセンスもある

そしてまた︑長く使っていただきたいという点

のつかさつかさを束ねる長がいます︒その人たち

うではないかと︒縦割りと役割分担も紙一重なん

は是非頭に留め置いていただきたいと思いますが︑

まくというんでしょうか︑もう積極的に使ってい

同じように私も今心掛けているのは︑至りませ

ですよ︒ですから︑何でも一つにすればって︑そ

やはりその前に︑大臣に長く是非頑張っていただ

し志向性も違いますから︑もろもろではあります

んが︑大臣として省内の把握に努め︑その上で︑

ういうことを言ったらもう管理できなくなってし

いて︑いや︑もっと偉くなられるかもしれません

がいかに自分で課題を整理をして部下の人たちに

やはり自分たちがやりたいことはこういうことだ

まいます︒かといって︑細分化し過ぎちゃって連

けれども︑やっぱり成果を出すという観点から是

ただきたいというふうに思っております︒

というミッションを示す︑そしてそのためのビジ

携がなくなれば縦割りだと言われるんですから︑

非頑張っていただきたいと思います︒

が︑とにかく総合的にみんなで力を発揮していこ

ョンをつくり︑実現するためのアプローチという

そこはやっぱり大事なことは︑それはどっちにし

仕事を割り振るか︑進行管理するか︒

ものを設定すると︒これは私︑総務大臣になって︑

たって︑ゼロ︑一〇〇で絶対に間違いない︑全然

それで︑義務教育についてちょっとお聞きした

自分の役所に来てやったことであります︒そうい
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人といいますか︑法人にはなっておりますけれど

ですよね︑どっちかというと︒もちろん︑公益法

今も私学があるわけです︒私学って︑まあ民間

ます︒

検討をしていただきたいというふうに思っており

良かったなと思っております︒是非とも積極的に

いかというふうな議論もありました︒私は入って

いるわけでございます︒この附則が入るか入らな

につきまして︑一年間の検討ということになって

て一年検討するという点が出ております︒この点

附則で︑義務教育で公設民営学校の設置につい

つきまして︑御意見といいますか︑御見解をお伺

ンジの余地があるんだと思いまして︑このことに

んじゃないかと思いますけれども︑そこにチャレ

と︑本体を全部置き換えるような話にはならない

ては十分生かせるような余地があるのではないか

いますので︑そういった意味でも︑やり方によっ

面もあったと思います︒今回のは枠組みが少し違

らどうしても経営自体が難しくなっていくという

がなかったんですね︒なので︑経営的に厳しいか

あったように思います︒しかし︑あれは私学助成

うんですが︑大学なんかうまくいかなかった例も

株式会社立の︑特区で︑学校などもあったと思

していただきたいというふうに思っております︒

と考えているところです︒

様々な観点に対して積極的に対応してまいりたい

教育を行う観点というのもあります︒このような

の育成のための多様性を持ったという︑そういう

ロレアの課程の導入をするなどのグローバル人材

もう一つは︑国際化を進めるに当たって国際バカ

し切れない対応をしていくという観点から︑また

状があります︒そういう子供たちに対しての対応

ではなかなかそこに踏み込めないという教育の現

いことに対して︑公立学校や私立学校の今の現状

力のある子供たちに対して︑その能力を伸ばせな

なかなか︑特別な学習のニーズが必要な︑また能

例えば︑不登校やまた発達障害の児童を含めて︑

いと思います︒

も︑民間でできないことなんかはないはずだと私

いしたいと思います︒

ほど御指摘がありましたように︑これを確実に保

しかし︑また一方では︑義務教育について︑先

は思っています︒しかし︑義務教育だから慎重に

○大臣政務官︵上野通子君︶ 上月先生︑ありが
今回の上月先生の御質問は︑公設民営の学校に

検討しなければいけない︒先ほど大店法の話しし
けない︒しかし︑義務教育にそんなことはないん

当たってのチャレンジがあってもいいんじゃない

そこで︑具体的制度の在り方については︑省内

障することは国や地方公共団体の最も重要な責務

だということで︑もう︑何というんでしょうか︑

かという文科省に対しての励まし︑それと同時に︑

に設置しました西川副大臣を主査とする検討チー

とうございます︒

最初から思考停止になるのは私はまずいんだと思

しかし待てよと︑検討して慎重に進めるべきだと

ムを置いて︑関係地方公共団体とも協議を行いな

ましたけれども︑やっぱり慎重に検討しなきゃい

っています︒もちろん︑検討した結果︑これは無

いう御忠告︑両方しかと受け止めさせていただい

がら︑公立学校としての教育水準の維持向上に︑

の一つであることから︑特に慎重な検討を進めて

理だからこういうふうにするという︑その選択肢

てございます︒

やっぱりこういうふうな難しい︑これを規制と言

御指摘のように︑新たな発想に向かって取組を推

そして︑文科省としましては︑さらに︑先生の

一歩踏み込んだということを大変評価していた

まいりたいと思っております︒

はいろいろあっていいんだと思います︒しかし︑
うのかどうか分からないですけれども︑こういう

進していくことを大変重要だと認識しております︒

だいて有り難いと思いますが︑なお︑この日本の

及び公共性の確保を図りつつ︑検討を行うことと

ものだからこそ是非ともチャレンジをしていただ

具体的なことをちょっと言わせていただきますと︑

しております︒

きたいというふうに︑しかし慎重にチャレンジを
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○上月良祐君 ありがとうございました︒

いいたします︒

していこうと思っておりますので︑よろしくお願

教育に合うかどうか︑これから一年間掛けて検討

めてお聞きをさせていただきたい︑こう思ってお

れども︑少しその問題について大臣のお考えも含

事件︑事案がまさしく取りざたされておりますけ

ますけれども︑政治や選挙や金に関係する多くの

新藤大臣︑昨今︑私は特にそう思うわけであり

これはもう厳粛に受け止めさせていただきたいと︑

合理的期間未経過とするということでありまして︑

一票の格差訴訟の最高裁判決︑これは違憲状態︑

されましたこの十二月の衆議院議員総選挙に係る

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑二十日に判示

感︑コメントがありましたら︑お聞かせください︒

是非とも︑今のようなスタンスで積極的に︑難
ります︒

しい︑まあ何というんでしょうか︑規制と言うの

これに対して一票の格差是正のために全国で裁判

割り改定については司法からの要請︑そして立法

そして︑今回の判決が︑この〇増五減による区

このように思っております︒

極的にチャレンジをしていただきたいというふう

が起こされておりました︒その結果︑最終的には

府からの要請に沿って行ったわけでございます︒

その中で肝要なことは︑昨年の末の衆議院選挙︑

に思います︒私も現場でしっかり頑張って︑日本

最高裁判決が出されました︒これは御存じのとお

私ども行政府としては︑この格差是正に向けた一

かどうか分かりませんが︑ことであるからこそ積

の成長に貢献できるようにしっかり働かせていた

りであります︒結果は違憲状態︒

定の評価がなされたものとは理解をしております︒

だきたいと思っております︒

辛くもといいましょうか︑選挙無効だけは免れ

私の質問は以上で終わらせていただきます︒あ

一方で︑この一人別枠方式についてはその構造

と︑そして国会における取組の必要性というもの

たなという思いもしているわけでありますけれど
野田総理がクエスチョンタイムの中で︑一票の格

が指摘されております︒これはもとより︑昨年の

りがとうございました︒

差是正のために定数削減をやりましょう︑社会保

党首討論において政党の代表が国民の前でお話を

的な問題が最終的に解決されているとは言えない

障制度改革︑抜本的に改革してみましょう︑お約

し︑協議をしていこうとお約束されたことであり

も︑ここは︑昨年の今ごろ︑当時の安倍総裁と前

束をできるなら解散しましょうという部分は皆さ

ますから︑これは是非︑この一票の格差是正を含

○委員長︵水岡俊一君︶ 午後一時に再開するこ

んの記憶に新しい部分だろうと︑こう思っており

めた衆議院の選挙制度については引き続き御議論

ととし︑休憩いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ ただいまから内閣委員

ますけれども︑そんな中で今回の最高裁判決が出

を賜りたいというふうに思います︒

午後一時二分開会

│││││・│││││

午前十一時四十二分休憩

会を再開いたします︒

ました︒

も残念ながら思っておりません︒もっともっと前

での︑また各党での議論が進んでいるとは私自身

この部分を含めて︑残念ながらまだまだ国会内

それから各党各会派の御議論による議員立法によ

とすれば︑これは最高裁という憲法上の要請と︑

ばいけないことであります︒一方で︑私ども行政

一議員とすれば︑これは我々が取り組まなけれ

休憩前に引き続き︑国家戦略特別区域法案を議

○芝博一君 民主党・新緑風会の芝博一でござい

に進めなきゃならないと思っておりますけれども︑

って︑その立法府からの御要請に沿って︑我々と

題とし︑質疑を行います︒

ます︒それでは︑早速質問に入らせていただきた

この件に関して︑最高裁判決に関して︑大臣の所

質疑のある方は順次御発言願います︒

いと思います︒
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のように考えております︒

すれば︑行政は適切に対応してまいりたいと︑こ
具体的な事実関係を承知する立場にはございませ

査権を有していないわけであります︒ですから︑

いますが︑これは個別の事案について実質的な調

の部分はいろいろあろうと︑こう思うんですけれ

っておりますけれども︑その選挙資金を得るため

の部分は適正に使わなければならないと︑こう思

する︑貸し付けることはないと︑こう思いますけ

○芝博一君 まさに思いは私も一緒でございまし

一方で︑一議員として︑政治と金の問題でこの

れども︑こういうことを行った場合︑こういう部

ども︑今回︑お金に関して︑特に選挙のために寄

ような逮捕者まで出ると︑誠に遺憾なことである

分は︑お金に関する部分の処理方法についてちょ

んので︑大臣としてのコメントというのは控えさ

そこで︑続いて︑選挙のこの最高裁判決が出ま

と思いますし︑これはきちんとこの事実が明らか

っと︑一般論で結構ですからお教えください︒簡

て︑共に︑それぞれ立場は違いますけれども︑こ

したが︑その衆議院選挙の︑絡めての公選法違反

になって︑そしてこの事態が解決される︑そして

単で結構です︒

附金をお願い︑寄附を受け取る︑若しくは借入を

事件が取りざたされました︒御存じのように︑徳

またきちんとした国民に対して説明がなされるも

○政府参考人︵安田充君︶ 公職選挙法に関する

せていただきたいと思います︒

洲会グループによる運動員買収事件であります︒

のと期待をしております︒

一般的なお尋ねでございますけれども︑選挙運動

の改善に向けて前に進んでいきたいと︑こう思っ

全国の病院から五百人余り︑五百人以上の人たち

○芝博一君 公選法を所管いただいている大臣で

に関する寄附や借入れを受けた場合には︑出納責

ております︒

が動員をされて買収された︑一億五千万ぐらいの

ありますから︑立場でお述べいただく︑ただし︑

ましては寄附者の氏名︑住所︑金額等を︑借入金

費用が使われたと︑このこと伝わってきておりま

がら今司法の手で解明をされようとしております

につきましては︑その他の収入として金額等を記

任者は会計帳簿に記載するとともに︑寄附につき

れております︒中には︑残念ながら現職の国会議

から︑私もそちらには委ねなければならないと︑

載いたしました選挙運動費用収支報告書を原則と

事件の概要等々の中身については︑それは当然な

員︑田毅衆議院議員の兄弟の方︑関係者の方が

こう思っています︒

すけれども︑強制捜査をされまして六人が逮捕さ

含まれているようでありますけれども︑この田

今お話のありました政治と金︑若しくは選挙と金

ございます︒

に提出しなければならないとされているところで

して選挙の期日から十五日以内に選挙管理委員会

おりますし︑現実的に︑残念ながら私たちの城で

の件について︑大臣にちょっと簡単にお教えをい

○芝博一君 選挙費用収支報告書で報告する︒

ちょっと私も勉強不足で申し訳ございませんが︑

あります議員会館︑ここの家宅捜索も受けた︑大

ただきたい︑これは一般論で結構ですからお教え

毅衆議院議員も任意で聴取を受けた︑こう聞いて

変不名誉なことだと︑こう思っております︒

今お話に出ました公職選挙法︑要するに私たち

費用︑資金的なものも必要となってくるわけであ

動をしております︒その中で︑当然ながら多くの

それじゃ︑もう一つ︑私どもは常日ごろ政治活
は選挙を受ける身であります︒当然ながら︑正直

りますけれども︑この活動の中で︑寄附を受ける

をいただきたいと︑こう思います︒

いただきたいと思っております︒

なところ︑選挙には資金︑すなわちお金が掛かる

又は借入をする︑若しくは貸し付ける場合も多々︑

この一連の徳洲会事件の公選法違反事件に関し

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑大臣といたし

ことも事実だろうと︑こう言われております︒そ

て︑特に大臣からコメント︑所感があればお述べ

ましては︑この公選法を所管する総務大臣でござ
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行う寄附は︑政党及び政治資金団体以外の者に対

政治活動に関する寄附につきましては︑会社等の

○政府参考人︵安田充君︶ 政治資金規正法上︑

なら︑そこの部分を簡略にお教えください︒

について︑また︑いろんな足かせ︑限定があるん

思っておりますけれども︑この場合の処理の方法

いろいろな状況によってはあるんだろうと︑こう

れが基本だろうと︑こう思って︑私たちはしっか

限定はありますけれども︑そこに報告をする︑こ

しても︑全て政治資金収支報告書︑ここは制度︑

寄附をいただいても︑また借り入れても貸付けを

○芝博一君 政治資金規正法上は︑寄附はしても︑

れているところでございます︒

してその借入先及び借入残高を記載することとさ

を超える借入金を有している場合には︑資産等と

○芝博一君 大臣等々の公開は大臣規範︑法では

りになっているところでございます︒

貸付金や借入金についても公開をするという決ま

するということになっておりまして︑その中に︑

就任及び辞任の約一か月後にそれぞれ資産を公開

が行われております︒この規範に基づきまして︑

大臣及び大臣政務官規範に基づきまして資産公開

三年の一月に閣議決定をされました国務大臣︑副

それでは︑ちょっとお聞きをしたいんですけれ

しては禁止されております︒また︑公職の候補者

そこで︑もう一点お聞きをしたいんですけれど

ども︑全国の知事とか市長も資産公開等々されて

ないわけですね︑閣議決定された規範である︒

は︑選挙運動に関するものを除いて禁止されてお

も︑私たち政治家には︑国会議員のみならず首長

いますが︑これはどういう法根拠によるんでしょ

りとそれを遵守していきたいと思っています︒

ります︒また︑同一の者がする寄附の総額の制限︑

等々も踏まえて︑個人の資産を公開する制度がご

個人に対する政治活動に関する金銭等による寄附

いわゆる総枠制限というものでございますが︑あ

等の公開につきましては︑平成五年に施行されま

うか︒

議院議員︑私たちも毎年資産を公開をしておりま

した政治倫理の確立のための国会議員の資産等の

ざいます︒ここの部分についてお聞きをしたいわ

す︒これは資産公開法にのっとって︑その事務手

公開等に関する法律七条に基づいて︑国会議員の

るいは同一の者に対する寄附の制限︑いわゆる個

一方︑借入れにつきましては︑政治資金規正法

続などの運用の部分につきましては庶務部がやっ

資産等の公開の措置に準じて各都道府県の条例に

○政府参考人︵安田充君︶ 都道府県知事の資産

上︑特段の規制は設けられていないところでござ

ているわけでありますけれども︑片や︑政府にお

おいて定めることとされているところでございま

けでありますけれども︑ここは参議院ですから参

います︒

いて︑大臣︑副大臣︑政務官︑ここも当然ながら

す︒

別制限というものでございますが︑こういった規

また︑政治団体が寄附又は借入れを受けた場合

資産公開をされております︒就任当時︑辞任した

制が設けられているところでございます︒

における政治資金収支報告書への記載につきまし

そこの部分を含めて︑どんな法根拠によるもの

○芝博一君 各首長さんは資産公開法に基づいて︑

その金額の合計額が年間五万円を超えるものにつ

か︑そこの部分をお教えいただけませんか︒内容

資金規正法︑それから各それぞれの資産公開法の

後も含めてです︒

いて︑氏名︑住所︑金額等の明細を記載すること︑

は結構でございます︒

部分ですが︑簡略で結構ですが︑三つの部分につ

ては︑寄附については︑同一の者からの寄附で︑

借入金につきましては︑借り入れた年分について︑

○政府参考人︵由木文彦君︶ お答えいたします︒

いての罰則規定︑特に︑ほかの部分は結構ですよ︑

準じて条例で定めてやっているわけですね︒

収入として借入先及び金額を記載し︑かつ十二月

大臣︑副大臣︑政務官につきましては︑平成十

それじゃ︑この今申し上げました公選法︑政治

三十一日現在において借入先ごとの残高が百万円
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こういうことが既に聞こえてきております︒

るけれども︑資産公開については原則︑今言った

それを受けて︑新聞報道では十一月の二十日ぐら

お金にまつわる︑寄附であったり収入であったり

そういうことを踏まえながら少し次に進まさせ

いじゃないかと︑こう言われているわけでありま

そして︑問題はすぐその後︑猪瀬東京現都知事

○政府参考人︵安田充君︶ 公職選挙法や政治資

ていただきますが︑十一月の二十二日に︑つい先

すけれども︑定かでありません︒事もあろうに︑

ように︑国会議員の私たちの部分も︑大臣規範で

金規正法における罰則規定についての御質問でご

日です︑東京都知事の徳洲会グループから五千万

衆議院会館の田毅議員の部屋で五千万円の現金

いろいろな部分のそのお金に関する部分の罰則規

ざいますけれども︑公職選挙法においては︑故意

円受領の件が発覚をいたしました︒この件につい

が猪瀬知事に手渡されました︒会見で猪瀬知事は︑

の関係者から田毅衆議院議員に要請があった︑

又は重大な過失により会計帳簿に記載をせず又は

て少し大臣のお考え等々を含めてお聞きをしたい

私が自ら手書きで用紙を作ったと︑こう言ってお

定められる大臣以下の部分も︑首長の部分も罰則

これに虚偽の記入をしたときや︑選挙運動費用収

と︑こう思うんですけれども︑国家戦略特別区域

りますけれども︑そのことは後でまたお話しした

定はどうなっているか︑概略簡単に︑結構ですが︑

支報告書に虚偽の記入をしたときは︑それぞれ三

法案と関係ないじゃないかという御指摘があるか

いと思います︒そして︑その後の知事選挙︑そし

こういうことがあります︒一億円提供してほしい︒

年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨

も分かりませんが︑私は関係あると思っているん

て衆議院選挙で猪瀬現知事も田毅衆議院議員も

規定はない︑こういう理解でよろしいですね︒

の定めがあるところでございます︒

です︒なぜなら︑この特区の中の重要な位置付け

お教えください︒

また︑政治資金規正法におきましては︑故意又

当選をされました︒

されます︒その中には︑関係する関係地方公共団

東京地検特捜部が強制捜査に着手いたしました︒

に︑区域会議︑すなわち特区の推進本部が設置を

項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者に

体の長が構成員となると︑こうなっているわけで

これは︑先ほど述べた徳洲会グループの公選法違

は重大な過失により︑収支報告書に記載すべき事
ついては五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に

ありますから︑こういうことも兼ねて以下に続け

反の運動員買収事件の部分であります︒そのこと

時しばらく置いて︑今年に入って九月の十七日︑

処する旨の定めがあるところでございます︒

させていただきます︒

また︑資産公開についてでございますけれども︑

はもう既に大きく報道されていますから皆さんも

また︑都道府県が定める条例における資産公開

人の会見︑そして新聞報道︑マスコミ報道等々も

この東京都知事の五千万円受領の件について︑本

の直後であります︒先ほどお話しした五千万円︑

行われた︑全国に知れ渡りました︑その直後︑そ

問題は︑この家宅捜査が行われた︑強制捜査が

その前に︑少しおさらい的な部分を含めて共通

についてでございますが︑これは都道府県の条例

含めて確認されている事項︑十一月の六日に猪瀬

猪瀬東京都知事は︑当選していますからこのころ

国会議員の資産公開に関する法律においては罰則

でどのように定めるかということによるものだと

副知事は徳田虎雄前理事長に鎌倉の方で面会をし

は都知事であります︑五千万円を秘書を使って徳

十分御承知だろうと︑こう思います︒

いうふうに理解しているところでございます︒

て選挙支援の要請をした︑徳田虎雄前理事長から

田虎雄前理事長の奥様に返却をした︑これが事実

認識としてお話を申し上げたいんですけれども︑

○芝博一君 不記載であったり虚偽の部分があれ

は支援をします︑こんな受諾の言葉があったと︑

は設けられていないものと承知しております︒

ば今言ったように禁錮若しくは罰金等々の刑があ
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ほどお話し申し上げましたように︑つい先日の十

いることも事実であります︒そして︑その後︑先

持っていないと︑ここにそんな証言のそごも出て

虎雄前理事長の奥様は︑借用書は不知︑知らない︑

のようだと報じられております︒ところが︑徳田

については認識をいただいている︑知っていると

○芝博一君 大方の方は報道等を通じてこの概略

と︑これについては私も承知をしております︒

いただきました︒そして︑報道でなされているこ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 今委員から御紹介を

存じでしょうか︒

案については実質的な調査権を有しておらず︑具

申し上げましたように︑総務省としては個別の事

○政府参考人︵安田充君︶ 大臣の方からお答え

ことは結構です︑お答えください︒

的に︑どの部分とどの部分のこのことが︑詳しい

何が問題か︑今現時点で︑選挙部長として︑端

一月の二十二日︑猪瀬知事の五千万円受領事件が

体的な事実関係を承知する立場にございません︒

それでは︑新藤大臣︑大体の概略︑今申し上げ

私も思っています︒

その後︑猪瀬都知事は記者会見を行いました︒

ましたし︑報道でも知っている︒何が一連のこの

その上で︑一般論といたしまして︑選挙運動の

発覚をいたしました︒
ところが︑この記者会見の前に猪瀬都知事はある

経過の中で︑特に東京都知事に関しての件では何

収支報告について申し上げますと︑選挙運動に関

仮定の事実についてのお答えは差し控えさせてい

ことをしていました︒それは何かというと︑先ほ

が問題なんでしょう︑大臣の認識をお聞かせくだ

する借入れ︑これを受けた場合には︑出納責任者

は会計帳簿に記載する必要がありますし︑また︑

ただきたいと思います︒

ど御報告をいただいてお教えをいただきました︑
さい︒

大臣の認識︑部長︑指名していない︒

政治家が︑首長が資産の公開を行っております︒
先ほど言いました都条例の部分で定められた部分

て五千万円と記入をして︑こういう手続をされま

瀬知事は資産報告書を︑ゼロのところを訂正をし

ございまして︑我々はその調査権を有していない

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは個別の事案で

せんか︒

この場合における選挙運動に関するその他の収

す︒

ならない︑このようにされているわけでございま

用収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければ

その他の収入として金額等を記載した選挙運動費

した︒そして︑会見に臨んだわけであります︒い

と︒ですから︑具体的な事実を承知している立場

入とは︑選挙運動に関する収入の中から寄附を除

○委員長︵水岡俊一君︶ 大臣︑お答えになりま

や︑実はあの五千万円は個人で借り入れたんだ︑

でないわけであります︒ですから︑その際に︑今

いたものをいいますが︑選挙運動の財源たらしめ

だろうと︑こう思っておりますが︑会見の前に猪

借用書はある︑しかし︑いまだにその借用書︑証

私にコメントを求められても︑私の方から今お答

当するものというふうに考えてございまして︑こ

拠として︑あるけれども︑どこにあるか分からな

さらに︑一般論として︑この会計処理において

の場合には実際に使用したか否かによって取扱い

る目的を持ってなされた借入金︑自己資金等が該
の個別のその事務的なものであれば︑これは担当

が異なるものではないというふうに考えていると

えすることはございません︒

の方からお答えさせていただきたいと思います︒

ころでございます︒

い︑探してみないと︒私たちの前には出てきてお

以上︑これまでの東京都知事と徳洲会グループ

○芝博一君 それじゃ︑大臣の答弁もありました︒

○芝博一君 当然ながら︑司法当局ではございま

りません︑非開示であります︒非常に不自然な部

との五千万円の受領にわたる経緯であり︑概略で

その中で担当の者からとありました︒

分であります︒

ありますけれども︑こういう概略を新藤大臣は御
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理をしなければならないと︑こう思いますけれど

部分であれば︑当然︑公選法の中で適宜適切に処

今部長が言われました︑選挙のために借り入れた

こんな推測を個人的にはしておりますけれども︑

私は︑選挙目的で借りたのではなかろうかと︑

こんな要請をしたということであります︒

生活の不安もあるから何とかしてほしい一億円︑

者が選挙の直前に︑選挙は何があるか分からない︑

ど私がお話し申し上げました︒猪瀬都知事の関係

ただきました︒

分も踏まえて︑一般論としての部分でお答えをい

せんし︑調査権もないんですね︒ということの部

○芝博一君 私は︑その意図といいましょうか意

るところでございます︒

いが異なるものではないと︑このように考えてい

あれば︑実際に使用したか否かによってその取扱

しめる目的をもってなされた借入金ということで

いるところでございまして︑選挙運動の財源たら

いて記載をして提出しなければならないとされて

上げましたように︑選挙運動費用収支報告書にお

入れを受けたという場合には︑これは先ほど申し

○政府参考人︵安田充君︶ 選挙運動に関する借

いいという処理の方法でいいんでしょうか︒

から報告する︑使わなかったから報告しなくても

そうすると︑部長︑その借り入れたお金︑使った

いう推測は勝手にするわけでありますけれども︑

いですね︒

解釈しているんですけど︑そういう解釈でよろし

る大臣の立場でコメントをされたのだろうと私は

して︑そういう立場で︑政治資金規正法を所管す

政治資金規正法なり︑もろもろの所管する大臣と

○芝博一君 一議員というより私は︑公選法なり

は一議員としてそういうふうに思っております︒

な説明責任は果たしていただきたいと︑私もそれ

な報道がなされているわけでありますから︑必要

ですから︑それに対して︑猪瀬知事が今そのよう

民の強い関心事項であるということであります︒

治資金︑政治と金の問題ですね︑これは非常に国

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 選挙資金それから政

じようにお答えください︒

げますと︑選挙運動に関する借入れというものを

○政府参考人︵安田充君︶ 一般論として申し上

般論として︒これも部長︑はい︒

いるのであって︑そこのところは非常に私は今回

なしに︑ありのままをそのまま法の精神は求めて

使われなかったか︑残ったか残らなかったかじゃ

味合いが大事だと︑こう思って︑実際に使ったか

これは議員として︑政治をやっている者として︑

ですから︑政治と金という問題につきましては︑

拝命しております︒そして衆議院議員であります︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私は今︑総務大臣を

この五千万円の授受でありますけれども︑先ほ

も︑大臣︑そんな感覚でよろしいでしょうか︑一

受けた場合には︑選挙運動の収支報告書にそれを︑

たいと︑こういうことを今私の立場で︑この置か

これはもう最も基本的な問題であります︒ですか
大臣︑先ほどから答弁いただけません︒個々の

れている立場でお話をしたわけでございます︒

の部分においても疑義に感じているところであり

案件だということです︒しかし︑大臣︑コメント

○芝博一君 それは私も一議員ですから同じ思い

収支報告書に記載をいたしまして選挙管理委員会

○芝博一君 その選挙運動のためにというくくり

を出しているんですよ︑コメント︑この件に関し

です︒新藤議員も議員であればもう当然でありま

ら︑それについての説明責任を果たしていただき

は大きな広義の意味があるんだろうと︑こう思い

て︒二十二日の閣議後の会見でこの件に関して︑

す︒ところが︑このコメント︑記者会見している

ます︒

ます︒

猪瀬知事の献金問題︑受領の件に関してコメント

のは二十二日午前の閣議後の会見で︑しかるべき

に提出しなければならないというふうにされてい

原則的には︑私も︑選挙運動のために今申し上

を出されていますけれども︑もう一度この場で同

るところでございます︒

げました経緯の中で借入れをしたんじゃないかと
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私がもう一度読み上げましょう︑その部分︒

よ︒それはちょっと大臣︑違いますよ︒だから︑

場で会見をした中でコメントを出しているんです

場所︑議員会館じゃないんですよ︑大臣という立

て︒これが借入金について︑個人の資産について

う大臣は明言されているんです︑政治資金につい

者会見を確認しました︒政治資金についてと︑こ

とは︑このときのコメントは︑いろんな部分の記

んが︑いずれにいたしましても︑大臣︑大事なこ

あるんだろうと︑こう思っております︒

まない︑より意欲を持って知っていただく立場に

知っていただきたいんですよ︒知らないで私は済

いにこの件については関心を持っていただきたい︑

分を︑法案の所管をする大臣でありますから︑大

なことをもって︑そして公選法︑政治資金法の部

先ほど言ったことと中身は変わりません︑だか
と言明していません︒

の最大関心事項であり︑説明責任を果たしてもら

りだと思います︒政治と金の問題というのは国民

は公正で透明な処理が求められている︑そのとお

政治活動費︑こういうとらえ方をして︑しっかり

は︑良く考えてもふだんの活動のための政治資金︑

うに︑公選法に当たる選挙のための資金︑若しく

ということは︑先ほどからお話をしていますよ

も記憶に新しいんだろうと︑こう思います︒

したいと思いますが︑私どもも︑恐らく新藤大臣

いましょうか︑見方︑この部分についてお聞きを

猪瀬東京都知事についての新藤大臣の御評価とい

そこの答弁は求めませんが︑改めて新藤大臣︑

ら立場です︑総務大臣として︒政治資金について

いたい︒同感なんですよ︒

公正で透明な処理をしてほしい︑説明責任を果た

だから︑これは当然ながら︑先ほど大臣は議員

んですが︑いかがですか︒その前に総務大臣です︒

うことを私は取り消していただきたい︑こう思う

すから︑政治と金というこの広義の意味において︑

な問題が国民の関心を呼ぶようになりました︒で

けであります︒そして︑今報道によってそのよう

民営化改革︑これを先頭を切ってやってこられま

泉政権のときだと思いますけれども︑道路公団の

を通じて強く活動されてきました︒さらには︑小

が駄目だ︑こんなことをテレビ︑新聞︑マスコミ

本来は猪瀬都知事は作家でありました︒そして︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私は︑衆議院議員で

そういった問題についてはきちんとした説明責任

した︒

してほしいという意図でいいんですね︒

あり︑そして総務大臣でございます︒政治を行う

を果たしていただきたいということで申し上げた

としてと言いましたけれども︑私は総務大臣とし

者として︑またその役にある者として発言をした

わけでございます︒

ト︑これらの活動に対して新藤大臣はどんな評価

あるときからジャーナリストとして︑私の知る限

わけでございます︒私の中での同一人格でござい

○芝博一君 冒頭にも申し上げました︒今私の説

をされているんでしょうか︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私は︑そのときも︑

ます︒

明︑概略の経過の説明等︑マスコミ等々通じて知

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは︑報道等でも

て強くこのことを訴えるべきだと︑こう思ってい

○芝博一君 私は︑同一人格じゃなしに別格人格

っていると言われました︒この問題は︑今まさに

明らかになっておりますが︑行政改革を推進すべ

りでは︑国の借金増やし続けるな︑政官業の癒着

だと思うんですが︑基本的には︑閣議後で︑大臣

新藤大臣がここで審議をしようとしている国家戦

しという様々な御提案をいただきました︒そして︑

また今現在も詳細な事実関係を承知していないわ

室の︑ある部分の定められたところで総務大臣の

略特別区域法案と大変大事なかかわりを持ってく

一定のそういった活動をされているということで

ます︒むしろ︑先ほどの大臣の答弁は︑議員とい

コメント出しているんです︒それは大きな問題じ

るということは私も冒頭に申し上げました︒そん

まず︑副知事になるまでの作家︑ジャーナリス

ゃないですから︑これ以上言いません︒言いませ
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それで︑続けてお聞きをしたいと思います︒

いいんでしょうね︒

であったんです︒同じ思いでということの解釈で

リーダーとして評価をしていた︒私もそんな思い

政改革等々も含めた改革の旗手といいましょうか︑

いう人についての活動は︑ある意味では改革︑行

ように︑新藤大臣も副知事になる前の猪瀬さんと

○芝博一君 ということは︑私が冒頭申し上げた

ございます︒

いうことがその言葉からもにじみ出ていると︑こ

果を上げてきた︑これからも期待していますよと

たように︑副知事︑特に都知事としても大いに成

○芝博一君 その説明からも︑私も申し上げまし

ういうことだと思っております︒

トップとしてこれは実務に当たられてきたと︑そ

したわけであります︒また︑様々な巨大自治体の

して熱心な活動を行って︑そしてこの招致に成功

面の大きなテーマであった東京の五輪の招致に対

て都民の信任を得て都知事になった︒そして︑当

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑国民の関心

思いか思っていないか︒

大臣は猪瀬都知事は説明責任を果たしているとお

ないか︑こう思っていますけれども︑現状で新藤

てもらわなければ都民も国民も納得しないんじゃ

都の代表であります︒客観的な事実や証拠を示し

上げましたように︑都民の代表︑いや︑日本の首

思っています︒ここの部分がしっかりと︑今申し

が︑説明責任は私自身は果たしていないと︑こう

今回の一連の経緯を説明しても︑多くの皆さん

ていただきました︒

昨今では︑さきに決まりました二〇二〇年の東
う思っています︒

京オリンピック︑これの大功労者と︑こう思って

す︒

好きな言葉というのは御存じですか︒有名なんで

○芝博一君 今もう一つ心配されていることがあ

ことだと思っております︒

うに︑また公開性︑透明性を持って説明を果たす

があって︑それに対しての声がやまないというこ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 残念ながら承知して

ります︒

ところで︑新藤大臣︑今︑ジャーナリスト︑作

いうのは十二兆円の年間予算︑これを動かしてい

おりません︒

東京五輪の功績大と︑こうお話し申し上げまし

います︒まさにチーム・ジャパンが一体となって

るわけであります︒そして︑その住民︑都民とい

○芝博一君 じゃ︑改めて皆さんに御披露したい

た︒皆さんも一緒でしょう︑思いは︒ところが︑

と︑それは説明責任を果たしていないということ

うと千三百万人︒まさに海外の小さな小国よりも

と思います︒まず最初は英語で︒ファクトとエビ

今回の件で東京五輪の開催に影響が出るんじゃな

家として︑そして副知事︑知事として活躍をして

大きな予算と住民を抱えている︑都民を抱えてい

デンスを常に展開しろと︒私も分かりませんから

いか︑足を引っ張られるんじゃないかという危惧

やった部分でありますけれども︑強いリーダーシ

る︒それだけの権力者であることも事実でありま

確認しました︒事実と証拠を常に展開しろ︑これ

をする声も聞かれます︒あわせて︑先ほどから申

になります︒政治家の責任は︑国民が納得するよ

す︒

が都政の中での彼のモットーなんですよ︒事実と

し上げましたように︑首都東京であります︒世界

こられました猪瀬都知事︑猪瀬都知事のモットー︑

この副知事︑特に副知事よりも今は都知事とし

証拠を常に展開しろ︑いい言葉ですね︒
︵発言す

の大都市︑世界の国々からこの首都東京の信用が

ップ︑エネルギーを持ってやられたんだろうと︑

て︑この件が発覚するまで新藤大臣はどんな御評

る者あり︶という声も出ましたけれども︑まさに

失墜するんじゃないか︑今回の件で︑こんな思い

ここのところは私も評価をしたい︑こう思います︒

価を持っていたんでしょうか︒

私が言いたいのはそこなんです︒正直な方が答え

そして︑石原前都知事の下で︑まさに東京都と

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは︑選挙によっ
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出ないようにしなくてはならないということであ

ですから︑この様々な問題︑東京五輪に影響が

す︒

いし︑させなければいけないというふうに思いま

それぞれの役割分担を果たしつつ大成功をさせた

事だったと思います︒ですから︑これを私たちは

目標を設定できたという意味において大きな出来

クは︑まさに日本として︑今目の前の大きな夢︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この東京オリンピッ

対して新藤大臣のお考え︑感覚はどうでしょう︒

を聞くわけでありますけれども︑そういう部分に

の影響が出ると心配される案件であります︒

件は︑ただ単に五千万円の授受のみならず︑多く

いますけれども︑今言いましたように︑今回の事

るかどうかが判断されるんだろうと︑こう思って

検討の後︑しっかり吟味をされて受付︑受理をす

で告訴状が送付されました︒この送付はこれから

そして田毅衆議院議員に対して公選法違反容疑

団体から︑猪瀬都知事︑併せて徳田虎雄前理事長︑

ていると聞いていますし︑二十三日の日には市民

ついて徳田グループの関係者から事情聴取を行っ

だから︑東京地検︑捜査当局はこの金の動きに

正したんだろうかという素朴な疑問が残るんです︒

日本に求められているその部分の目的だろうと︑

○芝博一君 ありがとうございます︒まさに︑今︑

けでございます︒

てみようではないかと︑こういうことを考えたわ

ういう分野において特区としてチャンスをつくっ

らの成長の鍵となるような︑種となるような︑そ

世界に投資を促すものであり︑また日本のこれか

う中で新しい日本の経済の扉を開く︑またそれは

組が行われますが︑特に今回︑国家戦略特区とい

す︒その新しい経済を強くしていく中で様々な取

れは日本人の共通の願いでもあると思っておりま

たち安倍政権の目的であります︒そしてまた︑そ

こう思っております︒

りますし︑日本の中の巨大首都の首長であります

私は︑政治的にも道義的にも猪瀬都知事は速や

体が置かれることになります︒そのことについて

知事としての︑また東京都の信用︑これが失墜し

ますし︑捜査当局においても真相究明に取り急ぎ

お聞きをしたいと︑こう思いますが︑まず︑総理

そこで︑その目的を達成するために多くの会議

ます︒それはそれぞれが責任を果たしていただき

取りかかっていただきたい︑そのことをまず期待

大臣の下に内閣府に設置をされる特別区の諮問会

かに責任を明らかにすべきだと︑こう思っており

たいと︑このように思っております︒

して︑この件については終わらせていただきたい

ないようにしなくてはならないというふうに思い

○芝博一君 私もまさしく同じ思いなんです︒

いますが︑この構成員が誰になるか︑大臣︑お教

議︑このことについてお聞きをしたいと︑こう思
それでは︑本来の質疑の部分に入れ替えていき

と︑こう思います︒

今回の一連の部分を受けて︑私の部分には︑な
ぜ︑ある意味では初対面︑人に紹介してもらって
分でグループから五千万円もの大金を無利子無担

大きな目的︑この部分を端的にお答えください︑

それじゃ︑新藤大臣︑国家戦略特別区域法案の

○芝博一君 諮問会議だけ答えてください︒分か

せん︒まず︑国家戦略特区⁝⁝

えいただけませんか︒

保で借りたんだろう︑こんな疑問が素朴に残りま

お教えください︒

りましたので︑訂正します︒

たいと︑こう思います︒

す︒そして︑強制捜査︑家宅捜査があった後に現

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 午前中も御答弁させ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ はい︒

徳田虎雄前理事長と会っています︒そこからの部

金五千万円をなぜそのタイミングですぐに返した

ていただきましたが︑この日本の経済を再興させ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 多くの会議は設けま

のだろうか︒さらには︑都民が自由に閲覧できる

る︑日本をもう一度元気な国にすると︑それが私

諮問会議の構成員は︑議長は内閣総理大臣︑そ

資産の報告書︑これを会見の前に発覚してから訂
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性化担当大臣として︑官房長官決裁によりまして︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私は︑現在︑地域活

なたがなるんでしょう︒

就任いただくと考えてよろしいんでしょうか︒ど

さい︒国家戦略特区担当大臣︑これは新藤大臣が

それで︑具体的にちょっとお聞きをさせてくだ

○芝博一君 ありがとうございます︒

ければならないとさせていただいております︒

し︑そのうち民間有識者は全議員の半数以上でな

わけであります︒そして︑議員の数は十人以内と

内閣総理大臣が任命する民間有識者で構成される

臣︑そして内閣総理大臣が指定する国務大臣及び

して議員は︑内閣官房長官︑国家戦略特区担当大

きに必要な大臣がまた総理から任命されると︑こ

ありますから︑そうすると︑残ったものにそのと

以上︑過半数以上ということになっておるわけで

臣と︑これで三人になりますね︒民間議員は五人

いるのは︑総理とそれから官房長官と特区担当大

十人のメンバーでございます︒そして︑決まって

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは︑諮問会議が

んでしょう︒

指定する国務大臣というのはどなたを指している

臣が参加することできると思うんですが︑総理が

になるんでしょう︒例えば必要に応じて各関係大

総理大臣が指定する国務大臣というのはどなた

そうしたら︑もう一つ教えてください︒

あると︑こういうことでよろしいですね︒

ことだと思っております︒

選ばれるものになると︑有識の方がお入りになる

ている方々︑それらをこれは総理の責任において

かということを︑そういったものを御見識を持っ

経済を大きくしていくためにどんなシーズがある

いと思います︒さらには︑日本の国を︑これから

そういう分野に精通された方もいらっしゃってい

また規制改革が大きな目的になっておりますから︑

る立場の方もいらっしゃっていいと思いますし︑

プロジェクトですから︑プロジェクトを推進す

それぞれ必要な有識の持つ者︑そういう方々にな

たものを諮問会議で集約するわけでありますから︑

基本方針や︑さらには区域︑事業内容︑そういっ

国家戦略特区担当大臣というのは︑この法律が成

こういう御下命をいただいております︒そして︑

のワーキンググループの担当大臣となるべしと︑

○芝博一君 今︑大臣としてはそうお答えいただ

おりません︒

問会議の中の入る大臣になるかはこれは決まって

ういうことでありまして︑まだどなたがそこの諮

そうじゃないというのは︑政府の︑甘利経済財

思うんですけれども︑そうじゃないですよね︒

して︑また政府としての見解なんだろうと︑こう

○芝博一君 今の段階ではそれが担当所管大臣と

っていただくというふうに思います︒

国家戦略特区の法案を作り︑特区を準備するため

立した後に内閣総理大臣が任命されるものであり

講演で︑聴衆の前で︒何を言っているか︒総理が

政・再生担当大臣︑二十三日に今の新藤大臣とは
そうしたら︑新藤大臣︑先ほど御説明いただい

指名するこの民間議員に竹中平蔵慶應大学教授を

く時期でありますし︑そういう答えしかできない

た民間の有識者︑人数も今説明いただきました︒

起用すると明らかにしているんです︒これは各紙

ます︒ですから︑それは法案成立後に総理の方か

ことになるわけでございます︒

この民間の有識者はどのような人を想定されて指

に載っています︒おかしいじゃないですか︑そん

違う発言をしているんですよ︑とあるところで︑

○芝博一君 地域活性化の担当大臣としてこの法

名されるんでしょうか︒新藤大臣のお考えで結構

な部分が出てくる︑大臣から︑政府から︒どうな

んだろうと︑現時点では︑こう思います︒

案の所管はしているけれども︑イコールそのまま

ですから︑教えていただけませんか︒

っているんでしょう︑政府の部分は︒そして︑甘

ら任命があると︒どなたになるかは︑それは現時

特区の担当大臣になると決まっているわけではな

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑戦略特区の

点ではまだ︑法案が成立後に総理の御判断という

い︑これは総理が決めることだ︑任命権は総理に
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は関係大臣でもありますよ︑要求大臣です︑当委

る︑一人である︑責任ある立場の甘利さん︑これ

る参議院の中でやっていく中で︑政府の代表であ

した︒しかし︑これから質疑︑審議をしようとす

案の趣旨を聞きました︒そして︑質疑が始まりま

これも明言しているんです︑講演の中で︒

と実業の世界で指揮を執っている人を入れたい︑

利さんはこう言っています︒他の民間議員は学者

も講演会ですよ︑一対一じゃないんです︒新聞に︑

ない中で︑こんなことが堂々と聴衆の前で︑それ

めていない︑場所も決めていない︑数も決めてい

さいよ︒大臣が所管している法案の中で︑人も決

○芝博一君 いや︑だったら︑大臣︑怒ってくだ

ことでございます︒

ざいません︒全てこれから決めなければいけない

とがございません︑場所について言ったこともご

おりませんが︑数においても私は一度も言ったこ

れる方がいるかもしれません︒それは今聞かれて

国家戦略特区担当大臣と︑そして関係地方公共団

○国務大臣︵新藤義孝君︶ はい︒これは︑この

○芝博一君 国家戦略特区会議です︑区域会議︒

会議のことで⁝⁝

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは国家戦略特区

えください︒

中に構成される構成要員︑会議の構成要員をお教

部が設置をされると︑こうなっております︒この

地域︑区域において︑区域会議︑すなわち推進本

二つ︒失礼しました︒その特区の推進する部分︑

多くの会議はない︒諮問会議と区域会議ですね︑

員会の︒その方が聴衆の前でこんな発言をする︒

明らかにしたと︑明言したと書かれているんです

こんなことは許されますか︒今日︑大臣から法

許されるべきものではない︒なぜか︒参議院軽視︑

体の長及び特区において特定事業を実施すると見

込まれる民間事業者によって構成されることにな

よ︒
だから︑私たちは朝の理事会で︑この事実関係

審議軽視なんですよ︒そのことについてまず︑新
藤大臣︑どう思われますか︒

っております︒

○芝博一君 担当大臣の件については先ほどお聞

を確認をして︑甘利大臣が発言をしたのかどうか︑
その部分を確認をして︑発言をしているならしっ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑それはお話し
された当事者のお話というものを聞いていただき

ここに関係地方公共団体の長とあります︒ちょ

きしました︒
まないぐらいですよ︒本当なら︑政府からこんな

っと具体的に︑長といってもいろいろあるんです

かり説明をして陳謝をしろと︒いや︑陳謝じゃ済

私が報道等でお伺いをしております範囲により

発言が出たら︑何だ︑委員会審議を無視している

たいというふうに思います︒
ますと︑これは今検討中であると︑ただ︑そうい

が︑知事も市長も町長も村長も区長も︑それ以外

るんだろうと︑こう思いますけれども︑そういう

のかと︒私は審議拒否をしたいぐらいなんですけ
しかし︑これからの部分で︑そこの部分をしっ

解釈で︑幅広い部分だと解釈してよろしいですか︒

う人がいるのではないかというようなことを御本
もとより︑私は今この国家戦略特区の法案を担

かりと私たちは︑甘利大臣の事実関係︑そして改

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 地方公共団体の長と

に例えば事務組合であったりいろいろな部分があ

当している大臣として︑先ほど御答弁申し上げま

めての陳謝を︑事実がそうであるならば︑しっか

いうのは︑その地方公共団体の長でございますか

ど︑そうもいかないでしょう︒

したとおり︑これは︑諮問会議の有識者としてど

りとその責任を追及していきたい︑こう思ってい

人はおっしゃったようでございます︒

なたかをどうしようかというようなことは一切決

ら︑その定められた方々でございます︒

○芝博一君 そうすると︑今言いましたように︑

ます︒
そうしたら︑もう一つ教えてください︑大臣︒

まっておりません︒ただ︑いろいろな可能性があ
って︑それを︑見解をいろんなところでお話しさ
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そういったときに︑最初からずっと申し上げて

から︑あえてお聞きをさせていただきましたけれ

それから︑これは質疑の中でもよくお尋ねされ

きたときに︑これは仮定の話で申し訳ない︑聞き

れから︑今委員はそのように予断を持って想定を

んです︒個人じゃないと思うんですね︑ここは︒

ましたので︑都市に︑特に大都市に行くのではな

流してほしいんですけれども︑もし東京でそうい

区域の会議︑推進本部の会議は︑担当大臣と地方

それと必要に応じてと︑こうありますけれども︑

いか︑地方が置いていかれるのではないかと︑こ

う計画が計画されて︑時の長︑知事︑地方団体の

ども︑是非︑ある意味ではそうなっていくんじゃ

ここは︑しっかりと区域の計画を練ってそれを諮

ういうお話もございました︒私はそうは思ってお

長が構成員になったと︒これ︑早いうちの立ち上

されておりますが︑それに対して︑私どもの方は︑

問会議に上げていく︑基本的には省庁と連携を取

りません︒場所ではなくて何をやるかでございま

げを政府としては考えてみえます︑特区の立ち上

公共団体の長と総理大臣が指名する︑選定する民

りながら上げていくという形になるんだろうと︑

すから︑それが︑必要な何をやるかが決まればそ

げ︒果たして︑今の状況の中でその区域︑すなわ

ないかなという見通しも私自身は持っています︒

こう思っておりますけれども︑基本的に︑当然な

れをどこで実施するかの場所が決まってくるわけ

ち都民や国民の皆さん方︑十分な理解と信頼が得

私は今お答えのしようがありません︒

がらそこでは綿密な打合せと計画が必要なんだろ

でございますので︑あらかじめ決めたものについ

られるのかなという危惧を持っていることだけは

間事業者︑すなわちもう早く言えば企業だと思う

うと︑こう思っております︒

てこの法案を作っているわけではありませんので︑

お伝えをしたい︒答弁は求めません︒

そうすると︑私なんかは︑先ほどお聞きしまし

現状においてはお答えしようがありません︒

た︑今回の特区の目的︑産業の国際競争力を強化

もつなげていこう︑そうなってくると首都東京︒

思うと︒国際的に打って出よう︑経済の活性化に

れると思っておりません︑この条件を満たそうと

は言えませんけれども︑飛び出て︑そこが制定さ

元の︑残念ながら何々県とは言えません︑何市と

この条件を満たすのは︒首都東京をおいて私の地

ついつい浮かんでくるのは首都東京なんですよ︑

をするんだと︑こうなると︑頭悪いものですから

は︑国際競争力を付けて経済の活動拠点をつくる

国が今挙げて︑この日本を引っ張っていくために

とつ御理解いただきたいと思いますが︑やっぱり︑

してしまうという前段を置いておりますから︑ひ

た足らない知識の中ではついついそういう連係を

分かっていますけれども︑私の冒頭申し上げまし

た︒当然︑現時点で決まっているわけじゃない︑

○芝博一君 答弁の予想を兼ねてお聞きをしまし

ば︑そこの長というのは知事でございます︒

の良しあし︑ここではおいておきます︑賛否はお

意味では発想的には面白いと思うんです︒カジノ

合リゾート︒まあ︑考えられることですよ︒ある

場カジノ︑二十四時間型︑中心に巨大ホテル︑総

にこんな計画が明らかになっているんです︒お台

のかなと私は思っているんですが︑二十一日の日

う言われました︒ところが︑こんなことあり得る

し︑想像もしていない︑発言もしていないと︑こ

今大臣は︑地域もなければ︑限定もしていない

そこで︑もう一点︑違う観点から御質問したい

そのときには︑この地方団体の長は誰が指定され

んだ︑再整備をするんだとなると︑私が今言いま

いておきます︒事業主体はフジテレビと三井不動

ただ︑東京がこの区域指定になったとするなら

るんですか︒

した冒頭の部分というのはやっぱりどうしても根

産︑鹿島︑そしてその中身は︑カジノを併設した

するんだ︑そして国際的な経済活動の拠点の形成

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 現時点において︑今

底に基本的な条件としてかかわってくるものです

と思うんです︒

どこというのは決めていないわけであります︒そ
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○芝博一君 それ以外の中身の計画を見ますと︑

一つでございます︒

す︒約二百件︑全国から寄せられております中の

行ったときにそういったものもお受けしておりま

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑提案募集を

れている︑事実でしょうか︒

案︑政府の国家戦略特区の作業部会に既に提出さ

ティーを目指していく︒これからです︒この計画

整備︑発電施設も備えた二十四時間のスマートシ

巨大ホテルを中心に商業施設や国際展示場などを

の民間議員の発言部分も含め︑やっぱり少し政府

意味ではいろんなアイデアも募集も含め︑先ほど

んだろうと︑こう思っておりますけれども︑ある

○芝博一君 法案成立後に全てのものが動き出す

このように考えているわけでございます︒

案成立後にきちんとした作業を進めていきたいと︑

のようなものに事業を行うべきか︑それはこの法

題があると思いますから︑どれを採択するか︑ど

いうことになるわけでございます︒それぞれに課

それを事業として成り立たせなければならないと

ーティー券のことでたたかれたり︑いろんな部分

は接待でたたかれたり︑献金でたたかれたり︑パ

言えば企業体︑業者等々との関係が︑例えば時に

なわち責任者︑首長と︑そしてその関係する早く

りました︑市にもありました︑不適切な関係︒す

てもありました︑地方にもありました︑県にもあ

ところが︑残念ながら︑いっときの︑国におい

そうでなければならない︑こう思います︒

透明性が求められると︑こう思っているんです︒

す︒当然︑そこの部分の関係に私は︑公平︑公正︑

ればならないと私は思っているんですよ︒これは︑

の不適切な関係がありました︒

ということも踏まえながらお聞きをしたいんで

行動規範的なものをお考えか︑お考えがあったら

としてしっかりと体制を立て直していただかない

ノ︑二十四時間型が対象になったとしたときには︑

すが︑この特区の推進計画︑諮問会議に上がるま

その中身をお教えください︒

十分︑その応募した中には︑この計画があって︑

当然今申し上げた企業体と︑そして首長︑そして

での区域の会議等々を踏まえて︑当然ながら︑今

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 公平︑公明︑公開性

これだけ国家プロジェクトとしてやっていくわ

担当大臣がもっともっと詰めながらこの計画を練

大臣がお話しされたように︑地域の首長と企業体

ですね︑さらに客観性というものも必要だと思い

と︑あらぬ誤解を招きますし︑今言いましたよう

っていく︑そういう発想でよろしいんでしょうか

が十分にやっぱり綿密に連携をして計画を練らな

ますね︒そういった中で進めてまいります︒

いろんなアイデア︑計画があるんだろうと︑こう

ね︒

ければならない︒そして︑担当大臣︑国としても

けでありますから︑当然︑大臣として透明性の確

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 仮定のお話をされ続

関与していかなければならない︒当然︑省庁の部

この国家戦略特別会議︑それから諮問会議︑これ

に︑地方自治体の長︑こういう今私が申し上げた

けておりますが︑この件について︑どんなもので

分も入ってくるでしょう︒ここには当然︑そこの

はいずれも会議の内容は原則公開であります︒そ

思っておりますけれども︑例えば︑例えばの話で

あろうともそれは︑採択する際には︑私申しまし

部分では多くの︑大きな規制改革︑解除︑そして

れから議事要旨の公表︑それから一定期間経過後

保をどのように担保するかということを考えなけ

た︑御提案はまずあります︑それから国としても

大きな権限︑当然ながら大きな資金︑予算も動く

の議事録の公表︑これもほかの会議と同じように

ような課題を抱えている人もいます︒

そこについて何をやろうかということを考えます︒

んだろう︑こう思っています︒そうでなければ国

やってまいります︒今御指摘ありましたところは

すが︑私の想像の部分で︑例えばこのお台場カジ

必要な規制や︑これからでございますが︑税制で

家戦略にならないわけでありますから︑と思いま

まずはどこを決めるかということに関しまして︑

すとか︑そういったものが付いていって︑そして

- 35 -

内閣
平成２５年１１月２６日

重要だと思いますから︑しっかりとそれはきちん
いうものも若干明らかになってきたところであり

家戦略特区法案においてのこの戦略特区の目的と

そして︑これを受けて︑国家戦略特区のワーキン

立学校運営の民間への開放が取り上げられました︒

この提案募集をそれぞれ事業者︑自治体からいた

と担保できるように取り組んでまいりたいと思い

この法案の目的というのは︑今も新藤大臣お答

だきました︒その中においても︑公設民営学校の

ググループにおいて民間有識者からのヒアリング

ただ︑そういう部分を言葉じゃなしに担保して

えになりましたように︑日本経済の再興︑新しい

設置というのが自治体や民間事業者から御提案を

ますが︑私はこの法案の中の附則第二条第四項を

いくことが大事と言われました︒どんな形で担保

日本の経済の扉を開く︑そのためのチャンスをこ

いただいているところであります︒

ます︒

するか︑すなわち行動規範的なものを作って担保

の特区で開いていくというような御答弁がござい

そういうこれまでの積み上げの中で︑有識者か

などの検討を行ってまいりました︒さらには︑八

する︒これは︑首長も守っていこう︑関係業者や

ましたけれども︑この附則二条四項においては︑

ら成る国家戦略特区ワーキンググループにおいて

中心に今日は質問をさせていただきたいと思いま

民間企業体も守っていこうとか︑ある程度目に見

﹁公立学校の管理を民間に委託することを可能と

規制改革の実現に向けての検討︑調整を進めてま

○芝博一君 その思いは一緒だろうと︑こう思い

えた形の部分がなかったら︑私はやっぱり不適切

するため︑関係地方公共団体との協議の状況を踏

いりました︒そして︑その成果として︑十月の十

月の十二日から九月の十一日でございましたが︑

な関係というのは絶対ないとは言い切れないと︑

まえつつ︑この法律の施行後一年以内を目途とし

八日に日本経済再生本部により検討方針が決定さ

す︒

こう思うんです︒現実に︑今でも今まででも︑全

てその具体的な方策について検討を加え︑その結

ます︒

国でもどこでもあったわけでありますから︒そこ

も具体的な形で取り組んでいただくことを御期待

ですけれども︑この国家戦略の中に教育分野が入

のが提案されているというふうに受け止めるわけ

いわゆる公立学校運営の民間への開放というも

○神本美恵子君 日本経済再生本部で議論されて︑

たわけでございます︒

を目途として今後行っていくと︑このようになっ

盛り込み︑それにつきましては必要な検討を一年

れた改革事項として︑今委員が御指摘になられま

申し上げまして︑あといろいろ用意した質問等も

れられた経緯について御説明お願いしたいと思い

決定がされて︑それを受けてこの法案の中に盛り

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする︒
﹂

立案経過等々を踏まえながらあるわけであります

ます︒

込まれたということでございますが︑その議論の

のところをしっかりと大臣のまさしく今力量でも

けれども︑前段に力が入り過ぎてしまいまして持

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑この国家戦略

中では︑産業の国際競争力強化あるいは国際的な

したこの公設民営学校の設置というようなものを

ち時間がなくなってしまいましたので︑この辺で

特区における教育分野の規制改革︑これは本年六

経済活動の拠点形成というようなことが全体の議

という項目が入ってございます︒

今回の質疑は終了させていただきたいと︒

月に閣議決定をされました日本再興戦略という︑

論の中でされて︑いわゆる産業のためにこの特区

ってそういうものを取り組んでいただく︑是非と

○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子

その上位計画ですね︑日本再興戦略において︑そ

を設けるんだけれども︑その中に教育分野が︑入

どうもありがとうございました︒
でございます︒

のワーキンググループにおける検討事項として公

午前中の趣旨説明︑そして質疑の中で︑この国
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も含めてですね︑共通点と相違点について端的に

なると思うんですけれども︑その共通点と︑目的

特区で取り入れられようとする︑これから検討に

構造改革特区で取り入れられたものと今回の戦略

れられておりました︒学校教育の民間開放︑この

泉政権のときの構造改革特区︑この中でも取り入

実は︑この学校教育の民間開放については︑小

稚園を対象に学校運営を可能とするというものが

するということの連携協力をして︑高等学校と幼

地方公共団体が校地や学校の空き校舎などを提供

共団体と民間主体が協力して学校法人を設立し︑

で可能となった公私協力学校︑あるいは︑地方公

あるいは平成十七年に構造改革特区法の一部改正

的に特区内において株式会社の参入を認めたもの︑

に限定されている私立学校の設置者に対して特例

れました株式会社立の学校などは︑本来学校法人

う形で認定した制度でございますので︑今回は︑

場合は地方からの発意でそれに国がこたえるとい

いますか︑本来のこれが︑最初の構造改革特区の

○副大臣︵西川京子君︶ 今回の目的の違いとい

しょうか︒

の違いはあるんでしょうか︑それとも同じなんで

の目的の違い︑形態の違いは分かりました︒目的

を位置付けたその目的︑構造改革特区と戦略特区

○神本美恵子君 この特区の中に学校の民間開放

相違点でございます︒

て位置付けは公立と︑こういうところが共通点と

お答えをお願いします︒
︵発言する者あり︶

今までの構造改革特区の形式でございます︒その

明らかに一つの経済活性化という目的を持って国

構造改革特区法に基づいて平成十五年に導入さ

構造改革特区における学校教育の民間開放と今

中で︑具体的には平成十七年の分はありませんで

家戦略として国︑地方︑民間が一体となってやっ

れるべきだということで議論がされたというふう

回の戦略特区における学校の民間開放の共通点と

した︑具体例は︒

に承知をしております︒

相違点について端的に担当大臣からお答え願いま

そして︑今回の国家戦略特区の方は︑国家的視点

によって︑その特区の申請を国が認定する制度︒

構造改革特区の場合は︑やはり地方からの要望

御質問にお答えさせていただきます︒

○副大臣︵西川京子君︶ 失礼︒

りません︒まず︑西川文部科学副大臣︒

○委員長︵水岡俊一君︶ まだ委員長指名してお

答えさせていただきます︒

○副大臣︵西川京子君︶ 神本委員の御質問にお

社︑あるいは位置付けが私立ということに関して︑

造改革特区の場合が︑設置者︑管理主体が株式会

設置︑管理されるものでございまして︑言わば構

戦略特区の方では公設民営学校は公立学校として

が自ら管理する構造改革特区制度と異なり︑国家

実施するということが共通点なんですが︑設置者

特区内において民間の活力を得ながら教育活動を

するというもので︑自治体設置で運営は民間と︑

ま公立学校の管理について民間のノウハウを活用

設民営化学校は︑公立学校の枠組みを維持したま

ているわけですから︒新藤大臣︑いかがですか︒

したいんですけれども︑これはしっかり中に入っ

があるのかということを︑本当は提案者にお聞き

う目的は共通なのか︑共通点があるのか︑違う点

れと今度の戦略特区における学校の民間開放とい

ましたのでよく分かっているんですけれども︑そ

は私もこの委員会で構造改革特区の審議に参加し

ので︑はっきり地域の活性化ということがあるの

目的︑構造改革特区は既にもう行われております

○神本美恵子君 それは決め方の違いであって︑

でございます︒

てきたというところが今回の国家戦略特区の特徴

に立って国︑地方︑民間が三者一体となって日本

国家戦略特区の今回の公設民営学校は︑設置者が

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 大本の目的としては︑

他方︑国家戦略特区で今回検討しております公

経済再生につなげるプロジェクトの推進というこ

地方公共団体︑管理主体が委託された民間︑そし

す︒
︵発言する者あり︶じゃ︑答えられる方︒

とが一つの︑あるいは違う点だと思います︒
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はこれからどのように展開していったらいいかを

加味された提案が出てきております︒ただ︑それ

グローバル人材の育成ですとかそういったものも

方で︑今度の国家戦略特区につきましては︑特に

たように項目が決まっているわけであります︒一

という観点から︑今御説明をさせていただきまし

この構造改革特区におきましては︑地域の活性化

こういったものが根っこにはございます︒そして︑

これは教育の多様性それから様々な人材の育成と︑

ゃ︑質問︑もう一度しましょうか︒

○委員長︵水岡俊一君︶ ちょっともう一度︒じ

針というのが出ております︒
︵発言する者あり︶

調査委員会による評価結果及びその政府の対応方

問と同じ趣旨の御質問だと思いますので︑評価・

式会社立の学校数がどのくらいあるかという御質

○副大臣︵西川京子君︶ この不適切とされた株

明をお願いしたいと思います︒

評価が出ておりますので︑それについてまず御説

ます︒そして︑これは構造改革特区において既に

するということで行いました︒

年の八月︑政府として本特例措置の運用を是正を

の問題点が確認されておりまして︑これは二十四

た場合の視聴確認や成果確認を行っていないなど

いては︑通信制の高校においてメディアを利用し

課題が指摘されています︒また︑教育活動面にお

然一体となった運営がされているという問題が︑

別会社が経営する民間教育施設における活動と混

施設で添削指導を実施するなど︑学校設置会社や

分もあれば︑さらに個別に言えば違っている部分

問であれば︑大本の目的の一つところに︑同じ部

ですから︑先生の御質問であれば︑委員の御質

その意見がまとめられておりますので︑その概要

のが︑構造改革特区推進本部で評価が行われて︑

た規制の特例措置の在り方に係る評価意見という

○神本美恵子君 構造改革特区において講じられ

るように努めてまいりたいと︑このように考えて

文部科学省と連携をして︑適切な制度が運用され

共団体に通知をしております︒そして︑今後とも

っとった適切な対応が行われるように認定地方公

これを受けまして︑内閣府とすれば︑法令にの

検討するということでございます︒

があると︑こういうことでございます︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この学校設置会社に

料としてお配りしております︒つまり︑結果から

委員の皆さんにはお手元にその評価の意見を資

おります︒

よる学校設置事業については︑平成二十三年度の

申し上げますと︑表２の︵２︶のところに意見の

を御説明くださいとお願いしております︒通告し

具体的に︑構造改革特区のときに実際に株式会社

評価・調査委員会の調査において︑不登校生徒の

概要ということで︑評価の結果︑学校経営面︑教

○神本美恵子君 最初からそう答えていただけれ

立学校や公私協力学校は一校もなかったというこ

受入れなど地域の特色ある教育機会を提供する場

育活動面︑認定地方公共団体における関係事務の

○神本美恵子君 今︑御説明いただきました︒

とでございますが︑このことについてもう既に評

としての教育の多様性が図られた例︑それから︑

実施状況について問題点が認識される︒一方︑成

ております︑これは︒

価結果が出ておりますので︑私は学校教育を民間

生徒の地域行事への参加や世代間交流による地域

果もそこに幾つか書いてございますけれども︑以

ばとても分かりやすかったんですけれども︒

に開放するという︑まあ部分開放というのは︑管

活性化︑こういった効用が見られたという報告が

共通点と相違点があるということですが︑じゃ︑

理部門だけを委託するというのはもう既に行われ

具体的には︑今︑新藤大臣にも言っていただき

ような結論が出されております︒

上を踏まえて︑全国展開は適切でなく是正という
一方で︑この規制所管の省庁による調査により

ございます︒

託してしまうという︑包括的に民間委託するとい

ますと︑学校経営面において︑特区外の民間教育

ておるので分かるんですけれども︑全体を民間委
うことについては非常に大きな懸念を持っており
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なんですけれども︑そこの⑥のところですね︑⑥︑

今も子供は行っているわけですね︒教育というの

こういう是正というふうな結果を受けた学校に

通信制高校でレポート添削の大部分を多肢選択式

んですか︒

評価の判断の理由というところで︑学校経営面に

は︑産業に貢献する︑もちろん全く貢献しないわ

としたり︑メディアを利用してただ流しっ放しに

かまだ分かりませんけれども︑導入されようとし

おいては︑通信制高校において特区外の民間教育

けではないけれども︑そもそも我が国の教育制度

したりと︑いろんな具体的な例がありますが︑そ

ましたけれども︑資料の評価意見というところに

施設で添削指導等を実施する事例があったり︑ま

の根幹にある憲法と教育基本法では︑特に教育基

のうち二十七校が指摘されております︒

○副大臣︵西川京子君︶ 今回︑評価委員会で指

た教育活動面においては︑通信制高校においてメ

本法では子供の人格の完成を目指す︑また子供の

今回︑そして︑もう少し先まで行っていいです

ているところであります︒

ディアを利用した場合の視聴確認︑実際に視聴さ

最善の利益を求める︑これは我が国も批准してい

か︑是正措置の問題︑いいですか︒
︵発言する者

書いてありますように︑ちょっと細かい字で恐縮

れたのか︑あるいはその成果がどうなっているの

る子どもの権利条約で目指されているところであ

あり︶はい︒

摘された学校が二十七校︑大学まであります︒

かというふうなことが行われていない事例︑大学
ります︒

先ほど新藤大臣から御報告がありましたように︑

においては専任教員や実務家教員の取扱い︑教育

私は︑この構造改革特区が導入されるときに︑

式会社がつくった学校ではちゃんとした教育がな

と︑まるで実験のように︑この構造改革特区で株

目指す︑最善の利益を求めるということから見る

か︑また︑今度この戦略特区で民間開放する場合

思いますけれども︑どういう指導をされているの

その後︑認定公共団体が指導を当然されていると

切なままで続けさせてはいけないということで︑

○神本美恵子君 答えたくないんですか︒二十七

実際に特区で民間株式会社立学校が運営されてい

されていなかったと︑こういう私たちは経験をし

にどのようにこの反省を生かしていくのか︑その

そういったことを考えてしっかりとやるために

るところに対して公共団体としてチェックを︑モ

てしまったわけです︒今もそこに子供が行ってい

二点について今度はお答えをお願いします︒

課程に対し疑義が呈される点︑また︑③︑これも

ニタリングをきちっとやらないと本当に教育がき

る︒そのことを考えますと︑私は今度導入するこ

○副大臣︵西川京子君︶ 昨年の特区評価を踏ま

校もあるということです︒そして︑今もそこには

ちっとされているかどうかが確認できないではな

とにはもっともっと慎重でなければいけないし︑

えた政府の方針において︑学校設置会社による学

今の日本の教育制度がつくられているのであって︑

いか︑これはしっかり教育委員会がその指定公共

私は所管省として文科省がそう簡単に︑岩盤と言

校設置事業について是正することとされたことを

是非注目していただきたいんですけれども︑認定

団体の中に入ってやりますというふうに答弁され

われようと何と言われようと︑これは私は岩盤と

踏まえまして︑文部科学省としては︑各認定地方

子供たちが通っている︒この学校をこういう不適

ていたんですけれども︑実際の結果はこういう評

いうような言い方はそれこそ不適切だと思ってい

公共団体に対し︑不適切な高校教育活動の改善を

規制緩和するのであったとしても︑人格の完成を

価を受けてしまうようなことになっているという︑

るんですけれども︑そういう意味で︑この不適切

求める通知を発出したところであります︒また︑

地方公共団体がしっかりとそのチェックをしてい

こういう経験を踏まえて︑今回また特区として規

とされた株式会社立の学校数は今どのくらいある

ない︒

制緩和︑どこがどういうふうに規制緩和されるの
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校教育法の十五条第一項︑これに違反していると

大学教育に関しましては︑学校教育法︑これは学
る︒この法案の管理の中に運営というものも含ま

間委託方式による学校の公設民営︶
﹂となってい

根拠等を設けることにより民間に委託することを

のように︑権力性が弱い業務については︑法律の

なお︑委員配付の資料については︑民間委託の

可能とする事例としております︒今後︑委託の具

それから学校の物的構成要素である施設設備等の

検討の当初の段階においてこれまでの考え方を整

れるんでしょうか︒

先ほどから先生御指摘の今回の公設民営に関し

財産管理︑それから人的管理︑物的管理以外の学

理して提示したものでありまして︑その後の政府

いうことで︑に基づく改善勧告を行うなど︑適切

ては︑皆様の御意見をちょうだいしながら慎重に

校の教育活動を実現するための運営管理というこ

部内の検討により︑このような法的な問題の解決

体的な在り方については十分に検討してまいりた

検討してまいりたいと思っております︒

とで︑当然︑学校の運営も含まれるものと考えて

も含め検討を行うということにしたところでござ

○副大臣︵西川京子君︶ 一般に学校の管理とは︑

○神本美恵子君 通知を発出して指導していると
おります︒

います︒

な大学運営に向け︑改善を促してきたところでご

いうことでありますけれども︑同じような失敗と

○神本美恵子君 つまり︑物的管理︑人的管理︑

○神本美恵子君 ちょっとよく分からないのです

いと思っております︒

いいますか︑この構造改革特区で後追いのように

学校の教育活動も全部入るというふうに今御説明

が︑要するに︑これまで民間委託については今皆

一︑学校の人的構成要素である教職員の人事管理︑

指導をしていっても子供たちには取り返しが付か

があったかと思います︒

ざいます︒

ない︑そういうものが教育であるということを所

学校の管理を民間に委託することを可能にすると

そこで︑この法案の中には︑二条四項では公立

うことを申し上げたいと思います︒

ったことも含めた検討をしていく必要があるとい

ったのを私は聞き逃しておりませんので︑そうい

特区ではないということも御答弁の中でおっしゃ

とき︑新藤大臣︑必ず規制緩和するということが

は慎重の上にも慎重を︑そして︑これは午前中の

略特区の中に民間開放というものを入れる場合に

民間委託することは困難であるという整理がなさ

ことが前提とされておりまして︑これらの業務を

法理により日本国籍を有する公務員が行うという

使を伴う業務︑これについては︑いわゆる当然の

○副大臣︵西川京子君︶ これまで︑公権力の行

でしょうか︒

りますけれども︑これはどのようにされているん

的整理がなされているというふうにお聞きしてお

れども︑包括的民間委託ということについては法

託という形で部分的にやられてきているんですけ

○神本美恵子君 権力性の弱いというのは︑もう

後検討するということでございます︒

可能とする事例が刑事施設等にありますので︑今

具体的な在り方について検討してまいりたいと︑

この権力性の弱い業務については︑今後︑委託の

てきたわけですが︑先ほど申し上げましたように︑

委託することは困難であるということが整理され

げましたように︑公権力の行使に伴う業務は民間

○副大臣︵西川京子君︶ もちろん︑最初申し上

うことですか︒もう一度お願いします︒

法的整理をしてきたけれども︑これを変えるとい

さんのお手元に資料としてお配りしているような

いうふうになっておりますが︑日本経済再生本部

れてきたところでございますが︑一方︑近年︑一

少し詳しく教えていただきたいのですが︒

これまで公立学校の民間開放については民間委

決定の国家戦略特区における規制改革事項等の検

つの例として︑刑事施設における事務の民間委託

管省が一番御存じのはずですから︑今回のこの戦

討方針の中には︑
﹁公立学校運営の民間開放︵民
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民間委託されて︑それは別に大きな問題を抱えて

清掃とか警備とか︑今学校も実際そういうふうに

んですよね︒ですから︑業務︑そういう給食とか

○神本美恵子君 それはもう今既に行われている

方向で行うということでございます︒

ては委託が可能になるということで検討してみる

な例えば給食︑清掃とか︑そういうところに関し

術上の指導監督︑職業訓練︑従来より委託が可能

の民間委託が一つの例なんですが︑刑務作業の技

○副大臣︵西川京子君︶ 例えば︑この刑事施設

ないかと︒

いかなかった経験を構造改革特区でやったのでは

者を入れることによってうまくいくのか︑うまく

今の公立学校︑特に義務教育諸学校の中に民間業

ないと思っております︒しかし︑それが果たして

れども︑それをやるのは大いにやらなければいけ

な教育というようなことをおっしゃっていますけ

活性化︑あるいは国際化︑グローバル人材︑多様

言いたいのは︑冒頭も言いましたように︑経済の

責任持って検討されると思うんですが︑私が最も

において今政務中心に検討チームができてきます

連携していきますが︑一義的には文部科学省の中

然なされます︒それは今後︑内閣府とも︑我々と

うもの︑これはしっかり踏まえた上での検討が当

ですから︑今の教育に対する根本的な課題とい

きるかどうかはもう分からないわけであります︒

って︑戦略特区のどこにでも同じような学校がで

て︑しかも︑そこの町がどういう町になるかによ

ました︒今度はもっと大きな取組の中で国も入っ

構造改革特区の場合は一区域の中のことでござい

ら︑もしこの法案が成立すればされるわけですか

当然のことでありますが︑心掛けてまいりたいと

るような体制をつくった上で物事を進めていくと︑

から︑そこの中でやっていく︒また︑委員にもい

れは業務委託になじまないというところで今まで

ら︑それはどのようなメンバーで︑どこで行われ

思います︒

その後の指導も通知だけで所管省としてはやっ

整理がされているんですが︑そこを変えるんです

るのでしょうか︒

○神本美恵子君 これからどういうメンバーでど

いるわけではなくて︑そうではなくて︑公の意思

かと聞いているんです︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 委員の問題意識︑こ

こでということについては︑文教委員会では文科

ろんな御意見はちょうだいすればいいと思います︒

○副大臣︵西川京子君︶ 言わば︑具体的な例が

れは私も共有しています︒ですから︑この教育の

省の中に西川副大臣を中心とするＰＴをつくって

ただけで︑そこに通っている子供たちが果たして

出てきた時点で検討していくということで︑例え

場が単なる経済成長の戦略の一環としてというこ

検討をされていくというふうにお聞きしておりま

が働くところ︑あるいは公権力の行使︑例えば子

ば学校の児童生徒の教育活動に関する事項に関し

とは私も考えておりません︒ですから︑まず教育

すけれども︑今の御答弁を聞いていて︑私は︑構

しかし︑いずれにしても︑この新しい取組を成

ては︑入学︑転学の許可とか︑停学︑退学の処分

というのはきちんと確立させなければいけないと︒

造改革特区の経験というのは︑やはり目的もちょ

今十全な教育を受けられているかどうかというの

を含む児童生徒の懲戒とか︑そういう具体的な例

しかし︑その中で︑多様な育て方︑また国際的に

っと違ったところもありますし︑指定の仕方も違

供の入退学をどうするのか︑進級をどうするのか

が出てきた時点で検討していくということになっ

通用する仕組みというものもいろいろございます︒

いますけれども︑実際に学校運営が民間主体に委

功させなければ意味がありませんので︑成功でき

ております︒

ですから︑様々な工夫をしようではないか︑それ

ねられたという点では︑これからもそういう手法

もはっきりしない中で︑一年以内の検討をこれか

○神本美恵子君 もう時間がないんですけれども︑

をまずこの国家戦略特区の中でやってみようと︒

というような公の意思が働くところについてはこ

恐らく一年以内の検討ですからこれから所管省が
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っかりと生かす必要があるというふうに私は思っ

を取ろうとしているわけですから︑あの経験をし
お役に立てますように︑質疑に入りたいと思いま

○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます︒

せん︒以上です︒

てみようと︒その中では︑全国ではまだできない

ェクト︑起爆剤となるようなプロジェクトをやっ

しながら経済を成長させるための象徴的なプロジ

きて︑校長が︑あるいは自らもうこんな給料では

セクハラ︑パワハラ︑たくさんそういうものが起

学校を活性化しようということでやってきた結果︑

くさんあります︒民間の経営やノウハウを入れて

れて︑経験をしております︒しかし︑失敗例がた

大阪府や市は既に民間人校長をたくさん公募で入

阪府と市というふうに聞いておりますけれども︑

世界のために︑そして役立つように願ってやみま

特区法案によって︑この成長戦略が国民のために︑

その一つの規制緩和を行うための法案の国家戦略

却を目指していかなくてはならないと思います︒

っかりと成長戦略の実行によってデフレからの脱

各種経済指標が好転をしています︒この流れをし

本目の大胆な金融緩和と二本目の財政政策の結果︑

三本の矢と呼ばれる政府の経済政策のうち︑一

うこと︑よく理解をいたしました︒

○秋野公造君 全国展開の前に区域を絞ってとい

ころでございます︒

全体の規制改革と併せて取り組もうとしていると

という実証をやってみようと︑こういう試みが国

ずそういう観点からこの特区という中で規制緩和

そして区域の中における管理がしやすくなる︑ま

せをすることによって効果が明確になってくる︑

かもしれないが︑ある区域でその事業と抱き合わ

一方で︑この国家戦略特区は︑規制改革を活用

ております︒
す︒

やっていけないと言って辞めていく校長がいたり︑
せん︒

特に︑今回の特区に手を挙げているところは大

民間人の一人校長を入れただけでそういう失敗を

○副大臣︵西川京子君︶ ちょっと訂正事項だけ︑

を終わりたいと思います︒

を持っているということを申し上げまして︑質問

非常に︑包括的な民間委託については大きな懸念

げて︑私は︑この民間開放ということについては

ていくための担当大臣を置いて︑規制改革会議と

ですから︑この特区に限らずに︑規制改革を進め

このように我々は位置付けているわけであります︒

ス︑成長戦略の中の一丁目一番地は規制改革だと︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑アベノミク

旨について教えていただきたいと思います︒

に︑まずそもそも区域に限定をして行う︑その趣

家戦略特区を︑規制の緩和を全国一律に展開せず

ょっと弱かったかと思います︒しかし︑この法案

ていただきましたが︑当初︑そういったことはち

けていくべきではないかとの思いから議論をさせ

思いから︑新しいこういう提案をどんどん受け付

んどん集めていい規制緩和を行っていくべきとの

きであるとの思いから︑新しい知恵をどんどんど

られてまいりました︒

おいても活発な意見が出されて︑議論が積み重ね

閣議決定の前には︑自民党そして公明党の中に

恐縮です︒

いうものが政府の中にもございます︒その中で︑

の中には明確に︑我が党の意見も反映されて明確

一つ︑まず最初に確認をしたいと思います︒国

済みません︑ちょっと訂正事項がありましたの

全国に対して新たな可能性を広げていく規制改革

になっておりますが︑その過程をちょっとだけ確

しているというような例も一つの例として申し上

で︒二十七校が不適切と申し上げましたが︑これ

は何ぞやという議論とまた作業が行われているわ

認をしておきたいと思います︒

りたいと思います︒

当初︑こういういい規制緩和はどんどん行うべ

は調査対象が二十七校でございまして︑具体的な

けであります︒

神本先生のお話︑しっかり受けて対応してまい

学校数はまだ確定しておりません︒申し訳ありま
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○秋野公造君 どうか幅広く集めていただきたい

たくさんの専門家の意見というもの︑そういう

して第五条の第七項に新たな提案募集を行う仕組
からの話でありますが︑今後どういう形でこの提

戦略を立てられる人の意見を集めていくことが日

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上
法案の第五条第二項の第六号並びに第五条第七

案募集を行っていくのか︑もうちょっと具体的な

本の発展につながると思いますので︑よろしくお

と思います︒

項において︑新たな提案募集についての規定を置

お考えがありましたら教えていただきたいと思い

願いをしたいと思いますが︑立法趣旨を確認する

みが書き込まれました︒もちろん法案が成立して

いております︒これは︑法案が成立した後に特区
ます︒

げます︒

を指定して︑特区で具体的に事業を進めていくと

いますが︑第十三条に定められております医療法

という意味で︑どういうイメージかをいろんな方

新たな提案の募集という際には︑当然でござい

の特例のところ︑すなわち病床規制の緩和を行う

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

方からこういう制度的なネックがある︑規制の問

ますが︑より多くのアイデア︑より多くのお考え

というところでありますけれども︑これ︑具体的

いうことになるわけでございますが︑当然︑その

題があるといったような御提案が出てくるという

をいただけるように工夫をするということが大変

なイメージみたいなものお持ちであれば教えてい

にも持っていただくために質問をしてみたいと思

ふうに考えておりまして︑そういったものをしっ

重要であるというふうに考えております︒これは

ただきたいと思います︒

げます︒

かり受け取って︑更に必要な規制改革を進めると

当然︑法案の成立後に具体的な内容を決めていく

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

中で実際の事業を行う際に︑民間あるいは地域の

いうことのために置いた規定でございます︒

ということになるわけでございますが︑ホームペ

には現在考えているもの以上にどんどんと問題が

ざいまして︑そうした中で︑実際に事業を行う際

党の方でいろいろ御議論をいただいたところでご

しては︑法案の成文化の前に骨格という段階で与

まして︑募集期間というものも仮に設けるとすれ

うな格好で︑いろんな機会をとらえて周知に努め

において情報提供する︑情報発信するといったよ

信する︑さらには事務局が参加するいろんな会議

ージに掲載するほか︑例えばメールマガジンを配

て︑世界最高水準の高度な医療を提供するために

統一の仕組みで決めております︒これにつきまし

県ごとに医療計画で基準病床数というものを全国

てでございますが︑これ︑現在医療法で︑都道府

御指摘のありました病床規制の特例措置につい

今委員から御指摘ございました本法案につきま

生じてくるのではないかと︑それをしっかり受け

ば余裕を持った設定をした上で︑様々な前向きな

げます︒

取って︑国家戦略プロジェクトという特区にふさ

必要となります医療機関が開設され︑増床をする

である地域についても許可することができるとい

御提案をいただきたいと︑このように考えており
いただいた提案については国家戦略特区の諮問

うことにしたものでございまして︑これによって︑

わしい︑国家戦略特区にふさわしいプロジェクト
だきました︒それを踏まえて︑事業の具体化に即

会議においても御報告をして︑ここで御議論をい

その特区においては世界最高水準の高度な医療と

といったような場合につきましては︑病床が過剰

した新たな規制の特例措置にかかわる提案募集と

ただいて︑次の規制改革の具体化につなげてまい

いうものが提供できるトップクラスの国際医療拠

ます︒

いう規定を置いたものでございます︒

りたいと︑このように考えております︒

が推進できるようにすべきだという御指摘をいた

○秋野公造君 せっかく第五条第二項の六号︑そ
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の内視鏡センターの科長であります斎藤先生のグ

した︒この資料は国立がん研究センター中央病院

今日はちょっと資料を準備をさせていただきま

と思います︒

するという意味でちょっと私も提案をしてみたい

ジを持つかと思いますが︑ここも立法趣旨を確認

民又は外国の方に提供するような︑そんなイメー

だ医療を日本に持ち込んで提供をするような︑国

いうお話になると︑大体一般の方は︑海外の進ん

○秋野公造君 世界最高水準の医療を提供すると

こういうように考えております︒

と思えるような環境が整備できるのではないかと︑

れによって世界中の方々がそこで治療を受けたい

点の形成というものができるのではないかと︑そ

日本だけが行える医療であります︒アジアでも始

使うことによって取り除くことができる︑これは

どまるがんは今や内視鏡のこのＩＴナイフなどを

大きさは五センチぐらいでありますが︑表面にと

おりまして︑真ん中にあるのががんでありまして︑

すが︑これが内視鏡であります︒反転をして見て

を見ていただきますと︑左上に黒いものが見えま

下のところを見ていただきますと︑一番左側の絵

ことが行われるということでありまして︑この左︑

スを使ってがんの病巣を取り除くといったような

ます︒内視鏡の先っぽから出てきまして︑このメ

我が国で開発された電気メスみたいなものであり

ナイフといいまして︑これが国立がんセンターで︑

目の左上に出ています図一と書いてあるのがＩＴ

になりました︒

以上が大腸内視鏡を使って行うことができる時代

割︑内視鏡手術が二割であったものが︑今や半分

がんセンターにおいては︑かつては外科手術が八

できて︑一番多くのこういった手術をやっている

今︑日本ではこれを内視鏡によって受けることが

手術によって行われていたわけでありますけど︑

十年前はこういった医療は全ておなかを開けた

除かれたがんが写っているということになります︒

写真が写っておりまして︑一番右側の写真は取り

枚目︑右から二枚目の分はがんを取り除いた後の

り取っているのが分かるかと思います︒左から五

ほど説明したＩＴナイフを使ってがんの病巣を切

から四枚目を見ていただきますと︑先っぽに︑先

まっておりますが︑これを海外に求めても海外で

めくってください︒二枚目でありますけれども︑

ループが学会発表等で発表しているものをお借り

ちょっと言葉の難しいのは省きますが︑上にＮＢ

から三つは同じ写真であります︒普通の内視鏡で

この医療を受けることができない︑日本が誇る︑

表面にとどまっているかどうかを確認するため

見た写真が一番左︑ＡＦＩという手法を使うと紫

したものでありますが︑この内視鏡を使って日本

の一の方がお亡くなりになると言われています︒

に︑二つ目の絵を見ていただきますと︑拡大内視

色にがんの範囲が写っているのが分かるかと思い

Ｉという手法︑ＡＦＩという手法を示してありま

世界においても長寿命化が進んでいくならば︑こ

鏡といって︑近づきますと︑その表面の絵を見る

ます︒その右側を見ると︑ＮＢＩという手法を使

もう保険医療まで達することができた最先端の医

の傾向は恐らく日本に近づいてくるだろうという

ことによって︑がんがどこまで広がっているか︑

って血管の像を表すことによって︑どこまでがん

では医療を︑がんの手術を提供することができま

ことを考えると︑がんに対する最先端の医療を提

幅として︑範囲として広がっているかということ

が広がっているかということ︑そしてどこまで深

すけれども︑下に七つの絵が並んでいますが︑左

供していくということは国家戦略に資する︑そう

と︑奥にどれだけ深く広がっているかということ

まっているかということが分かります︒四つ目を

療ということになります︒

いったことは海外の方のためにもつながっていく

をこの絵で確認をすることができます︒それを大

見ると︑インジゴカルミンという液を掛けると︑

す︒日本人の二分の一の方ががんにかかり︑三分

と思っています︒

きく透明のものを使いまして展開をしまして︑左

少し説明をしたいと思いますが︑この一ページ
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を使って表面構造を見ることによって︑どこまで

そしてインジゴの拡大︑今はこういう様々な手法

ますが︑右側に行きますと︑ＮＢＩを使ったやつ︑

ることができないこういったがん医療︑最先端の

さっているわけでありますから︑日本しか提供す

こういったせっかく外国の方々がお集まりくだ

そこで提案であります︒

区のコンセプトになり得るのではないかと︑この

そして複合的に展開していく︑これが国家戦略特

しゃっていただいたようなこと︑これを集中的に︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まさに今委員がおっ

弁を求めたいと思います︒

形でプロジェクトを提案したいと思いますが︑こ

がんが深いところまで行っているかということま

医療を︑基準の病床の緩和を行って︑一足飛びに

ように思います︒具体的にどこでどんなふうにや

ていったりしないと︑外国でもそれを行うことが

で分かる時代になりました︒

外国人医師や外国人看護師ということではなくて︑

るか︑これはこれから決めるわけでありますけれ

それだけでも︑これは二十年前から行われていた

三枚目を見てもらいましょう︒その上の写真は

まさに研修を受けているわけでありますから︑日

ども︑そのような日本が世界に先んじて持ってい

ういったことは国家戦略に値しましょうか︑御答

先ほど説明したものであります︒その下にあるジ

本の医師免許を持つ指導医の下で外国人の医師が

る技術︑これはいち早く実用化して世界に貢献す

なかなか難しいという話も聞いています︒

ェットＢナイフというものを使って表面を︑周辺

例えば外国人に対する診療を提供することを担保

ればいいと思います︒そのためには︑研究をする

手法でありますが︑これでも大体の範囲が分かり

を切り取った上で︑先ほど申し上げたＩＴナイフ

したりするならば︑もっともっと日本人にとって

忘れてはいけないのが︑病床だけ増やしたらい

でがんを下から剥ぎ取っていくような手法で︑そ

いたわけでありますが︑ＣＯ︑二酸化炭素を入

いんじゃないんです︒すなわち︑検査をする部屋

それは︑例えば今︑医師として委員の専門的な

のにも︑一緒に進めていく必要もあっていいと︒

れることによって粘膜から吸収されるようになっ

も増やさなくてはなりませんし︑手術を行う部屋

知識の御披露はいただきました︒私どもも︑この

も外国人を呼び込むことができるようなプロジェ

たことから︑患者さんはおなかが膨らむような感

も増やさなくてはなりませんし︑外国人の医師の

間︑ＮＴＴの技術研究所というところへ行きまし

してそのような︑隣にあるＣＯを使って︑かつ

覚を感じることも少なくなったような状況でがん

研修を集めるのであれば検査センターみたいなも

たら︑これは元々は超高速光通信用で開発した光

ですから︑外国人医師の拡充︑臨床研修制度の拡

の手術が行われる状況であります︒

のもセットでつくっていかなくてはならない︒そ

学結晶というのがございます︒これが何と特性に

クトにつながるのではないかと思っています︒

そして︑四枚目を見てください︒こういった日

ういった方々がお泊まりいただけるような︑そう

よって︑光を当てることで︑患部の表皮からこれ

ては空気を入れて︑ぴゅっぴゅぴゅっぴゅ入れて

本の最先端の医療を学ぶために百名近い海外から

いったような宿泊の施設なども造っていくような

が約二ミリ︑レーザー光が体内に入って︑そして

充というのはそういう観点からあるわけでありま

ドクターが国立がん研究センターを訪れて研修を

こと︒

生たちが母国に帰ってこれを行おうとするわけで

じであります︒そういったことを学んだ外国の先

い切った形で︑外国の患者さんを呼び込むような

室も五倍︑そして検査室も五倍︑こんなような思

そういう︑例えば思い切って病棟も五倍︑手術

ことで︑これ実用化を進めていこうじゃないかと︑

れは食道がんには極めて有効であると︑こういう

生体の内部構造を３Ｄ画面で出せるんですね︒こ

す︒

受けているということでありまして︑五枚目も同

ありますが︑残念ながらなかなか医療体制が付い
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まだ研究段階でございます︒
ですから︑いろいろ新しいプロジェクトもある

て保険診療になって五センチと定められたことか
ら︑新たなもう先進医療の枠で行うことはなかな

○秋野公造君 また提案をしたいと思います︒

六枚目の資料を見ていただきたいと思いますが︑

し︑そういったものを我々もいろいろお聞きしな

ですから︑いい御提案をいただいたと思います

きたいと︒

てそういったものを︑成果を出せるようにしてい

者︑民間事業体︑そして自治体︑国︑力を合わせ

のところでまさに国家の戦略としてこれは︑研究

とも含めていろんな可能性があって︑それをここ

じゃ︑医療というものを打ち立てようかどうかと

区諮問会議において︑まずはコンセプトとして︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ そういったことを特

いと思います︒

とも戦略特区として行うべきではないか︑伺いた

また︑新たな保険適用として広げていくというこ

味で︑ある意味では先進医療として広げていく︑

ですから︑こういったことをもっと緩和する意

丸が入っているところ︑これは正常と判断をされ

の胃カメラの写真でありますけれども︑健常者の

ころでやっている研究でありますけれども︑左側

がん研究センターの研究所の牛島上席副所長のと

ころを見ていただきたいと思います︒これは国立

できます︒

がんになりやすい状況かどうかを診断することが

とによって︑がんが再発しやすい状況かどうか︑

エピゲノムという方法︑遺伝子診断を活用するこ

がら進めていきたいと︑このように考えておりま

いうことを議論するわけであります︒その中で区

ます︒一方︑右側の胃がんの患者︑上側に胃がん

か難しい状況であります︒

す︒

域を決めて︑では︑ライフイノベーションそれか

の組織が隆起してあるかと思いますが︑これの丸

んです︒これは既に山中先生がおやりになったこ

○秋野公造君 大臣からいい提案をいただいたと

ら先進医療の研究拠点をつくろうと︒それは民間

本の医療というのはそこまで一般化されて広がっ

の範囲は今︑保険適用まで認められています︒日

て提案をしたいと思いますが︑この切り取る切除

をしようか決まっていって︑結果として今のよう

業体ができます︒そこでどんな治療やどんな活動

ういう御提案と︑また我々の国の考えを入れて事

の病院なのか公的病院なのか研究機関なのか︑そ

きるような技術を日本は持っているということで

ても︑がんになりやすさというものを今や診断で

具合に判断をされます︒しかし︑同じ正常であっ

が付いているところ︑ここについては正常という

端的に申しますと︑この六ページの︵２︶のと

言っていただきましたので︑どんどん調子に乗っ

ているということでありますが︑残念なことに五

あります︒

もっともっと一般化するためには様々なものが

な御提案で︑さらにもう少しここの規制なり基準
が緩和︑また改善できないかと︑こういう順番で

センチまでという縛りが行われています︒
もちろん上手な先生もいらっしゃれば︑五セン

ンターの先生方は︑多分恐らくこういう最先端の

ら︑そこは仕方がないと私は思いますが︑がんセ

の先は不断の改善努力をしながら効果を出してい

セプトを組み立てることが重要ですけれども︑そ

したがって︑我々は︑まずはきちんとしたコン

います︒こういった点も提案をしてみたいと思い

くことがひいては世界のためにも役に立つかと思

取組もどんどんどんどん実用化に向けて進めてい

ほど御提案したような戦略特区の中でこういった

必要だとありますが︑こういった先進医療は︑先

先生方はもっともっと︑六センチでも八センチで

くということを取り組みたいと︑このように思い

ますが︑いかがでございましょうか︒

追っていくと︒

も広げて手術を行い得ることができると思います

ます︒

チまでしっかり行える先生もいらっしゃることか

が︑この保険診療になった経緯は︑先進医療を経
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見なければいけないというふうに思うんです︒

けであります︒

を成立させていただきたいと︑このようになるわ

具体的な検討を行う組織をつくる上でもこの法案

なくてはなりません︒ですから︑そのための早く

ンターの中で組合せでどう治療を行っていくとい

そして作った創薬も日本一︑そして今度︑がんセ

います︒そういう意味では︑薬用植物も日本一︑

植物もいいものを作れば︑いい創薬が行えると思

日本の農業は︑せっかく質が高く︑そして薬用

が国家戦略特区の精神だと思いますから︑今日は

総合的︑複合的に集中的にやっていこうと︑これ

新しい可能性が出てきますよね︒そういうものを

複合させることで︑またマッチングさせることで

ると︑ですから農業だけとか医療だけではなくて

だいたようにいろんな分野が考えられて︑そうす

ているようではありますけれども︑まだまだ実効

ちなみに︑こんないいことがあるなら先に私に

う研究も行われており︑こういったものが軌道に

いろいろ御意見ちょうだいしておりますけれども︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 先ほどのお答えと同

診てもらってもいいかなと思いますけれども︑し

乗ってきますと低コスト化や高パフォーマンス性

そういった取組を可能とするために私どもは提案

でも︑今いみじくもいろいろ委員が御提案いた

かし︑健康に対する願いというのは万人︑万国共

を求めて機械などの開発なども進んでくるんだろ

をさせていただいていると御理解いただければ有

が伴っていないようであります︒

通だと思いますね︒ですから︑医療分野で日本が
うと思います︒

じでありまして︑様々な御提案を受け止めていか

世界に貢献できる可能性というのは極めて大きい

○秋野公造君 新藤大臣にはどうか国立がんセン

制緩和を認めるようなことも国家戦略特区の中で

伸び合っていけるようなものについては更なる規

般のものともまた︑特化しながら︑更にお互いに

って様々な規制がこれまであったんだろうと思い

うものがあるのかということと︑一定の考えがあ

これをすることによる具体的な効果としてどうい

の規制の見直し︑緩和が示されていますけれども︑

り難いと思います︒

ターを一度見に行っていただきますと︑今︑私が

は考えるべきであると思いますが︑見解を求めた

ます︒ちょっと心配なのは︑例えば災害などが起

そういった意味では︑農業についての規制緩和

説明した以上の現実感を持って様々なことをお感

いと思います︒

きたりしたときに︑この容積率の緩和などでちょ

のではないかと思いますから︑是非そういったま

じになれるんじゃないかと思いますが︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ そういうコンセプト

っとあってはならないようなことが起きてしまっ

○秋野公造君 最後の質問にしたいと思います︒

ん患者の病態生理も研究をしています︒ここは上

を打ち立てることが重要だと思います︒そして︑

たときに︑弊害みたいな︑あるいは住環境の弊害

も今回は︑例えば医療と連携する薬用植物の栽培

園先生という方が頑張っておりますけれども︒し

この農業や食︑そしてその関連の研究や︑最終的

みたいな様々なことが起きたときに︑一義的に責

た建設的な御提案をいただければ有り難いと︑こ

かしながら︑この漢方薬の原料となる薬用植物が︑

には産業の育成まで含めたそういう国家戦略があ

任はどこにあるのかということを最後にお伺いを

十四条から十六条で容積率や用途など土地利用

中国が輸出をしてくれなくなりますと足りなくな

ってもいいとも私は思います︒しかし︑それをや

したいと思います︒

を行う農業生産法人などには更なる要件緩和︑一

ってくるということでありまして︑資料の中にも

るかどうかは今後であります︒また︑優先度とし

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

のように思います︒

ちょっと新聞記事を今日付けさせていただきまし

て今どこまでのことができるのかという事業性も

このがんセンターでは︑漢方薬を使いましてが

たが︑厚生労働省や農水省でも様々な取組は行っ
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げます︒
容積率︑用途等︑土地利用規制に関する特例に
新藤大臣にお伺いしたいと思いますけれども︑

と思いますが︑ここのところで︑分権の︑国から

区ごとに設置する国家戦略特区会議がこの特区の

地方分権︑今非常に前に進めなきゃいけないとい

それで︑地方分権を進めていくこと︑これはこ

した︒

計画︑区域計画に都市計画等に関する事項を記載

うことで︑国も地方もそういうふうな方向でベク

れでもう強力にやっていきたいと思います︒この

地方への事務権限の移譲︑こういったものも取り

して総理大臣の認定を受けた場合には当該事項が

トルは動いているというように思うわけでありま

分権ももう新しいステージに立とうと︒今までは

○江口克彦君 みんなの党の江口克彦でございま

そのまま都市計画の決定などになるワンストップ

すけれども︑この地方分権と国主導の国家戦略特

全国一律の一括の規制でした︒それから︑機関委

まとめまして︑きちんとした国会に対する提案も

処理をすると︒これと併せて︑住宅容積率の緩和

区は考え方が相反しないかということですね︒大

任事務の廃止に代表されるように︑国の事務を廃

す︒

等を認めるということによりまして国際都市とし

体︑地方に権限が移譲されていれば自治体は自ら

止して市町村に一律でやっていただくと︒しかし︑

ついてということでございますが︑この特例︑特

て更に進化を目指す都市設計を推進する︑さらに

の判断で規制の緩和ができるはずであります︒中

これからは︑全国のそれぞれの市町村がやりたい

していきたいと︑このように思っているわけでご

都心居住など都市の居住環境の整備を推進すると

央集権で国が許認可を握っているから国主導で特

こと︑それぞれございます︒ですから︑例えばや

も︑この特区会議で協議を行って十分な改善策を

万が一問題が発生するということがありまして

めてまいりたいと考えております︒

くのかという設計をしていただくということを進

めていただいて︑その町をどういうふうにしてい

民の方の声というのも公共団体の方で十分受け止

の特区の会議には御参加をいただいて︑地域の住

なろうかと思っております︒地方公共団体にもこ

いように事前に十分考えると︑これがまず基本に

ります︒そして︑今委員がお尋ねの地方分権︑こ

当大臣とともに地方分権改革担当大臣拝命してお

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私は︑地域活性化担

ども︑大臣︑ちょっと御回答をお願いします︒

ろうかというふうに強く思うんでございますけれ

地方に移すというか移譲していくべきではないだ

か︒そういう意味で︑まず大胆に国の許認可権を

権が進んでいないという証拠にもなるのではない

ともてはやされて今いますけれども︑実は地方分

そういう意味で︑国家戦略特区︑国家戦略特区

それと︑今度の国家戦略特区というのは︑規制

ていくと︒

でそこの地域がおやりになりたいことを膨らませ

進めてまいります︒しかし︑一方で︑地方の発意

をさせていただいております︒ですから︑分権は

とを分権の有識者会議の中でもうさんざんの議論

段階のことも私︑御提案しようと︑今そういうこ

るべきことをここで全部出しますので︑その次の

そういう︑取りあえずのもう課題は整理して︑や

もちろんルールは決めなくちゃいけませんよ︒

ざいます︒

いうことを目的としているものでございます︒

区制度を導入しなければならないということにな

る気のあって希望する市町村に適用される分権と

こういった容積率の緩和などによる弊害という

るのではないだろうかと︒

講じるということで取り組んでまいりたいと考え

れを推進をするということで様々取り組んでおり

緩和をするために国家戦略特区があるのではござ

点につきましては︑当然規制緩和による弊害がな

ております︒

ます︒また別の機会に御報告させていただければ

いうのがあったっていいんではないかと︒

○秋野公造君 終わります︒ありがとうございま

- 48 -

内閣
平成２５年１１月２６日

して規制緩和はございますけれども︑基にあるの

いません︒これは︑国家戦略特区の重要な手段と
規制というか︑あるいはまたむしろ規制を弱めて

うような形にならないように︑バランスを取った

しということも当然のごとく考えております︒

それが全国展開可能なものは速やかに移行をすべ

ます︒その中で成果の上がったものについては︑

また︑今回︑いい例でございますが︑雇用の問

いくという︑分散していくという方向でお考えい
ただきたいというふうに思います︒

は何をするかというコンセプトでございます︒
ですから︑分権︑それから規制緩和︑こういっ

題については︑これはかなりの事務折衝をやりま

した︒事務では終わらずに︑閣僚間の折衝もやり

それから︑国家戦略特区制度は︑構造改革特区︑
あるいはまた総合特区に続く特区制度の第三弾と

たものを追求していくものと︑それから︑国とし
て新しい経済を開くために地方と民間と国が一緒

存権や労働基本権の考えからいって特区になじま

ました︒結果として︑雇用については︑これは生

特区制度は︑地域限定で規制を緩和して地域の

ぬと︒しかし︑新しい働き方としてそういうこと

いうことになるわけでございます︒

な可能性のある分野をつくっていこうと︒ですか

経済発展を促そうとするものでありますけれども︑

であるならば︑全国で展開できるかどうかを検討

になって先ほどから話が出ているようないろいろ
ら︑それは数はやはりかなり限られることになる

特定の地域のみでなく︑有効な規制緩和というも

うことになりました︒これも︑この国家戦略特区

と思います︒

てもそうやって有効な規制緩和だったという場合

の検討の成果とまではいかないかもしれませんが︑

してみようと︒

な形で︑じゃ︑自分たちの地域でもやりたいとい

にはすぐに全国展開を︑特区でないところにも規

しかし︑そういう意識があるということは御理解

のが認められる場合︑特区で規制緩和したら非常

う対応可能なものであれば移していけばいいしと

制緩和ということをやっていこうとされているの

いただけると思うんでございます︒

そういうものの中で︑じゃ︑有効なツールとし

いうことで︑手段が︑あと目的︑方向性は違いま

か︑時期的にどういうふうに考えておられるのか︒

これは︑日本人というのはとかく︑ここまでと

このように︑まず特区として取りかかってみた

すが︑最終的にはこれは国が良くなっていくとい

全くそういうようなことはもう特区だけで限定す

か︑結局何だかんだ言いながら︑これに当てはめ

に効果があったといった場合には全国展開を進め

うことで一致すると︑このようにお考えいただけ

るんだというふうに考えておられるのか︒どうな

てもらえるのかとなっちゃうんです︒そうじゃな

て規制緩和というのがあれば︑それが成功例を収

れば有り難いと思います︒

んでしょうね︒

いんです︒もう自由に考えていただいて︑アイデ

が︑それは結果として全国展開がなじむかもしれ

○江口克彦君 今︑分権︑移譲を強力に進めてい

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは国家戦略特区

アを出していただいて︑その代わり︑実行可能で

るということが必要であるというふうに私は思う

きたい︑しかし︑きめ細かいそうした目配り︑あ

のコンセプトペーパーの中にも書かせていただき

あるかどうか︑本当に成果が出るのかどうか︑そ

めることができれば︑それが全国展開できるなら

るいはまた気配りもしていきたいと︑こういうこ

ましたが︑まず仕事を起こすわけなんですけれど

ういうことを厳しくチェックしながら︑みんなで

ないと︒ですから︑これから検討しましょうとい

とでありますけれども︑この目配りは今度また新

も︑それにはやはり厳しいチェックが必要だと思

この国の可能性を広げていこうではないかと︑そ

んでありますけれども︑この国家戦略特区におい

たなる規制というものにならないように︑その辺

います︒ＰＤＣＡを回していくということであり

ば全国にしていくし︑先ほどの手挙げ方式のよう

は十分に大臣御配慮いただいて︑規制の強化とい
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構成する国家戦略特別区域会議の仕組みにおいて

ですね︒また︑国︑地方公共団体︑民間事業者で

ては︑国が特区を政令に書き込んで指定するわけ

それからもう一つは︑国家戦略特区制度におい

いただきたいと期待をいたしておりますけれども︒

だくというその原則はやっぱりきっちりと貫いて

うに︑すぐに可能な限り全国的に展開をしていた

だったという場合には︑今大臣がおっしゃったよ

○江口克彦君 是非︑特区でその規制緩和が有効

おります︒

ういうふうにしていきたいと︑このように考えて

みんなで一緒にこの日本の国の総合力を発揮でき

りません︒地域が勝手にやるものでもありません︒

のを国がお墨付きを与える︑そういうものでもあ

ん︒それから︑マル・バツで御提案いただいたも

ことになるわけですから︑上意下達ではありませ

じ立場で事業者としてやってみようと︑こういう

し︑同じ立場で︑民間事業者も公共団体も国も同

いれば今のような御懸念は当たらないと思います

う成果を得られるのかということが明確になって

じゃ︑誰がどの役割を果たすのか︑そしてどうい

ますね︒何のためにやるのか︑そして︑それは︑

業者が共通の目標︑これを共有することだと思い

気に活性化できるようなそういう配慮でサポート

国が一緒にやりながら地方の特に若い人たちが元

は思いますけれども︑そこでちょっと︑やっぱり

いくというのはこれはそれなりに大事なことだと

だから︑国と地方が一緒になってやる︑進めて

うんですよ︒

ってやるぞという気にはならないというふうに思

いうか︑地方が︑特に地方の若い人たちがよしや

に活性化するという自主的な機運というか気風と

うことかもしれませんけど︑それでは地方が元気

集権という体制になっているから仕方がないとい

がないということかもしれません︒それは︑中央

域︑地方のそういった人たちが主体になるように

は︑国が特定の事業者を支援して︑それを地方自

ますが︑しかし︑それは国民の前で公開されたプ

持っていくという︑そういう配慮を国の方も是非

していく︑一緒にやっていくという︑だから︑一

ロセスの中で国民の視線を受けながら我々は検討

していただきたいというふうに思うんですが︑い

るようなものにしたいともう願っておりますし︑

国家戦略特区の指定の在り方や︑それから国家

していくわけでありますから︑最もそれが最大の

かがでございますか︒

治体に受け入れさせるような構造になってしまう

戦略特区特別区域会議の運営面で地方自治体の主

チェックになるんではないかなと︑このように考

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑当然必要と

緒にやるけれども国が一歩引き下がりながら︑地

体性を損なうような︑要するに特定の業者を支援

えます︒

いうよりも︑必然になると思います︒

一番の重要なことは運用といいますか︑だと思い

するというようなこと︑そういうような懸念は払

○江口克彦君 国と地方が一緒になってというこ

のではないだろうかというふうに私は懸念を持っ

拭できるんでしょうか︒あるいはまた︑それを全

とで︑先ほどからも御質問もありましたし︑そう

○国務大臣︵新藤義孝君︶ そのような懸念が出

緒になった場合には必ず国が地方を押さえ付けて

ただ︑私が非常に懸念するのは︑国と地方が一

事業をつくっていこうと︒しかし︑いざ事業が始

事業者のお考えになっていることと組合せをして

報︑世界の情報を集めてきて︑そしてそれぞれの

これは様々ないろんな情報を︑国が持っている情

ないようにしなくてはいけないということだと思

いくというか︑そういう流れになっていくのがも

まったときには︑やはり地域の企業や地域の皆さ

ているわけでございます︒

く断るというか︑なしにするというようなことは

いうふうにお答えになっている︒

やはり︑コンセプトを定めて事業を組むときに︑

できるんでしょうか︒可能性があるんでしょうか︒

います︒

う今までの過去の例なんですね︒それはまあ仕方

何よりも大切なことは︑国と地方とまた民間事
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せんから︒ですから︑ある時期においては︑まさ

であれば︑それは全く事業としては盛り上がりま

上がれません︒ある一定の特定企業のためのもの

かということを超えまして︑やはり全国の千七百

区という全国で限定された地区においてどうする

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑国家戦略特

︹委員長退席︑理事芝博一君着席︺

ると︒その上で︑やはりオーダーメードといいま

と︑今︑まずその大前提として既存制度を活用す

の市町村の制度と国からの支援というのはきちっ

ですから︑ナショナルミニマムとして︑今まで

て全ての地方を活性化するのは極めて難しいと︒

私たちが今︑もう既に画一的な一つの制度によっ

に今委員がおっしゃったようなことにもなってい

を超える自治体をどのように活性化させていくか

すか︑その町に合ったやり方を︑しかも各省が横

定されておられるんでしょうか︒

くでしょうと︒

ということと密接につながっていくと思います︒

んが参加できるものでなければそこの地域は盛り

そして︑それは持続可能性のあるものでなけれ

下できるようなそういう仕組みをつくって︑一つ

串を刺して︑それも今やっておりますけれども︑

今︑人口五万人以下の自治体が全国で七割でご

一つの町の自立性を高めながら活性化を促してい

私は︑その担当する総務大臣であり︑地域活性化

分で自発的に回転しながら伸びていくと︑こうい

ざいます︒そして︑三割の地域に八割の人口が住

きたいと︑こんなことを考えております︒

ば意味がないわけでありますから︑ですから︑当

う事業になっていくと思うので︑これは︒それが︑

んでいる︒ですから︑五万人以下の千差万別の自

そこで︑国家戦略特区においても︑そういう地

全省庁が対応可能なものについてはその地域に投

今委員が御指摘のことができないと事業はしりつ

治体が全自治体の七割を占めていく中で画一的に

域とのかかわりのあるものについては強く意識を

担当大臣であります︒

ぼみになると︒それは成功と成果を得られること

地方の制度をこうするからといっても︑自分の町

然︑成功した暁にはいろんな人が入り︑そして自

はできませんから︑私は︑今委員がおっしゃった

めて地域の創意工夫が発揮できるような︑そうい

○江口克彦君 いわゆる国の関与を最小限にとど

今組ませていただいております︒それは︑地域の

出していただいて︑それを応援するプログラムを

ちでやりやすい︑またやりたい政策というものを

ですから︑私は︑まず一つ一つの地域が自分た

○江口克彦君 合わせ技がお好きのようでござい

います︒

本を元気にしていくんだと︑こういうことだと思

制度︑幾つもあります︒ですから︑合わせ技で日

すから︑全国の自治体に地域活性化を促すための

していこうと思いますが︑いかんせん︑それは国

う対応の仕方をしていただきたいという︑それは

資源を使うこともありますし︑エネルギーを使う

まして︑大臣は︒それは︑総合的にこういうもの

にそれが有効であるかどうか︑それはそれぞれの

是非そうしましょうと︑地域が︑地方が盛り上が

こともありますし︑また複合的な医療や福祉のサ

は取り組んでいかないといけないという︑そうい

ような配慮をする︑お互いがそれぞれの役割を分

るようなそういう工夫をいたしましょうというふ

ービスの連携をするだとか︑いろんな工夫があっ

う意味だと思いますけれども︒

家戦略特区の区域というのは限定されてしまいま

うに大臣はお答えいただきましたけれども︑その

ていいと思うし︑その町のやり方だと思います︒

ただ︑私は︑原点に返って︑国は国が担うべき

やり方が違うんです︒

地域ですね︑地方ですね︑それを盛り上げるため

林業によってじゃ町をもう一回興そうと︑こうい

役割に特化して地域のことは地域に任せることの

担しつつ適切な行動を取るのは必然でありますし︑

には︑どんな具体的に︑一つの例としてでもいい

う地区もございます︒ですから︑それはまさに︑

心掛けたいと思います︒

です︑どんな盛り上げ方を今考えておられる︑想
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限を移譲する︒私はずっと主張し続けております

に専念し︑そして地域のことは地域に任せる︑権

が関与し続けるということよりも︑国は国の役割

ですよね︒地方に特区を導入して地方のことに国

く一番知っているのは地方ということになるわけ

含むようではありますけれども︑地方のことをよ

国家戦略特区は首都圏だけでなく地方も対象に

︹理事芝博一君退席︑委員長着席︺

重要なことではないかというふうに思っているん

方が︑これからの時代︑また日本の将来にとって

な議論をしていかなくてはいけない︒

マムは維持できませんから︑ですから非常に精緻

ようにしなければ︑これは国家のナショナルミニ

を変更して何月何日をもって入れ替えるのと同じ

算編成も︑全てが一括で︑まさに銀行がシステム

きましょうでは済みません︒もう権限も財源も予

制については︑これはまず入れて︑後で直してい

すね︒ですので︑これは国民的議論の下で︑道州

ございますが︑でも︑それは同じ流れの中なんで

当大臣も仰せ付かっておりまして︑幾つも仕事が

私はそれを今研究︑担当するという道州制の担

う極めて重要な︑そして大きな改革だと思います︒

よ︒私がもう全国回って講演して︑終わった後︑

え︑だけど仕方がないとは言っておれないんです

という統治機構︑国の形だから仕方がないとはい

一層東京に集中してしまう︒もうこれは中央集権

ですね︒オリンピックで人も物も金も情報もまた

にこれ︑私︑心配しているのはオリンピックなん

御出身の方も多いと思いますけれども︑もう本当

この県も都道府県も︒もう先生方︑それぞれ地方

と︑東京以外は壊滅状態ですね︑どこの町も︑ど

っと全国講演して回りましたが︑もう︑そうする

十回︑多いときには︒大体百回から百五十回︑ず

一方でやっておりましたので︑一年間で大体百七

ですね︒

けれども︑道州制の導入こそが国と地方の役割が

ういうことで︑国と地方の役割というものをはっ

臣にいろいろと御質問したいんですけれども︑そ

道州制については︑あした︑あさって︑また大

っております︒

が期待できるのではないだろうかというふうに思

というふうに︑より効果的に我が国の全体の発展

おりましたから︑今︑安倍内閣になってまた担当

て検討していこうと︒しかも︑いっとき途絶えて

は担当大臣を拝命して︑これは大きな方向性とし

ていいものではないとも思いますが︑しかし︑私

今なかなか︑答えは急に︑短兵急にえいやで決め

やっていただいている最中であります︒ですから︑

と慎重な意見の方がいて︑それの今国民的議論を

という固い固い決意と︑そして政策を展開してい

ためには︑同時に地方も絶対に活性化させるんだ

だけれども︑同時に︑オリンピックを成功させる

ンピックが︑これは成功させなければいけません︒

承知になっておられると思いますけれども︑オリ

ですから︑大臣に︑当然大臣そのことは十分御

新潟をって︑こればっかりなんですよ︒

を︑この地域を︑沖縄を︑何とか山形を︑何とか

中小企業︑お店のおばさんとか︑それから御主人

きり分ける方向でこれから政治を行っていくとい

大臣が復帰いたしましたので︑これはしっかりと︑

かなければ︑これ︑オリンピックによって地方は

その前に︑まずどうあるべきかという議論を︑

うふうなことについていかがでしょうか︒

もう強い足並みでこれは取り組んでまいりたいと︑

本当に壊滅状態になってしまうということを危機

明確になって︑そして国の方もプロフェッショナ

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは大きな︑国の

このように考えております︒

感を持っておられるのか︑そして︑地方を活性化

なんかから泣かれるんですよね︒何とかこの地方

これからの統治機構︑国と地域︑それぞれをどの

○江口克彦君 私は参議院議員になる前に経営者

するための対策を何か持っておられるのか︑その

道州制を導入するについては推進すべしという方

ように統治していくか︑そして活性化しつつ国全

でありまして︑経営者でといってもシンクタンク

ルができる︑地方もプロフェッショナルができる

体の機能の強化を図っていくか︑その観点からも
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が維持できるのかという極めて厳しい状況がある

域でどんなメニューを使えるかと︑これはしっか

ですから︑我々総務省とすれば︑それぞれの地

っているわけでございます︒

思います︒そういうものを目指していきたいと思

張っているわけですけど︑結果的にはそうなると

国家として世界に向けて︑世界で取り組むもの

と思います︒ですから︑これから人口を一キロメ

りそろえたいと思います︒それから︑成功事例を

○江口克彦君 ありがとうございました︒

そういうところもあるんです︒ただ︑それは二千

ッシュで切りますと︑数十年後にはもう自治体を

きちんと出したいと思います︒そして︑自分たち

│││││││││││││

ことについて最後にお尋ねいたします︒

維持できないような︑そういう人口減少地域が出

の町にはこういう応用展開が必要だと︑これが大

○委員長︵水岡俊一君︶ この際︑甘利国務大臣

であるとともに︑その地域の活性化の起爆剤にな

てきてしまうのであります︒ですから︑過疎地を

事だと思います︒そして︑それに対して国も地域

から発言を求められておりますので︑これを許し

人だったり三千人だったりするようなところでご

活性化する︑少子高齢化であっても暮らしていけ

と一緒になって支援をすると︒それは︑国から補

ます︒甘利国務大臣︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑人口減少下

る︑そういう町づくりを考える必要があると思い

助金が来る︑交付金が来る︑お金を受けたらラッ

○国務大臣︵甘利明君︶ 十一月二十三日︑土曜

るものにもできるならば有り難いと︒たくさん欲

ます︒

キー︑お金がなくなったら仕事終わりでは意味が

日の慶應義塾大学における私の講演におきまして︑

ざいます︒

私は︑もちろんごく数少ないとはいえ︑就任以

ありませんので︑これは国のお金を出すことによ

において︑我が国は今後自治体というものの運営

来︑いろんな地域︑特にそういった人が行ってい

案にある諮問会議の人事に関しまして︑法案が通

現在御審議をいただいております国家戦略特区法

ちで自由に回していけるような︑それが地域の元

ったらという条件付ではありますが︑参議院にお

って︑それをきっかけとなって最終的には自分た

ですから︑明治以来︑総務大臣が初めて来た村と

気創造プランというものでございまして︑今年度

ける法案審議の前に誤解を与えるような発言を行

ないところをお邪魔させていただいております︒
か幾つも行っているんです︒

始めました︒来年度も予算要求しております︒

マグロの大間にしても︑隠岐の島にしても︑離島

ゃないですよ︒ですから︑そうした上勝にしても︑

れば生きていけない町の危機感とやる気は半端じ

いけちゃうから︒それに比べて︑もう何かしなけ

私たちの町なんかはもう何もしなくたってやって

んでいる東京の︑大野委員も一緒なんだけれども︑

んにお示ししながら︑そしてこの国家戦略特区も

私たちとすれば︑そういったものをきちんと皆さ

皆さんは知らない人たちもたくさんいる︒だから︑

が必死で頑張っている︒それをただ︑まだ全国の

でも成功例は出てきている︒むしろ厳しい町の方

の︑国家の構造的な課題ですから難しいんですが︑

様々なそういう工夫をして︑簡単に︑そんな国

か︑また民間有識者の構成比はどうなるのか︑お

な権限を持ちどのようなメンバーで構成されるの

まず新藤大臣に︒国家戦略諮問会議はどのよう

をいたします︒

○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です︒質問

│││││││││││││

そこはとても工夫しています︒むしろ︑私が住

だってそうです︑それはすごい効果を上げつつあ

そういう町の活性化の一つにもつなげていければ

答えください︒

ったことにつきましては︑心から陳謝を申し上げ

ります︒ですから︑町づくりがうまくいっている

いいと︒

ます︒

ところは何と人口が社会増になっているんです︒
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それから戦略特区の区域指定︑また特区ごとの取

に共通する政府全体の指針でございます基本方針︑

議の役割︑それは例えば︑この国家戦略特区全体

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 国家戦略特区諮問会

中平蔵慶大教授を起用すると明らかにした︒
﹂と︑

あたる﹁国家戦略特区諮問会議﹂の民間議員に竹

緩和や税優遇を認める国家戦略特区の選定などに

三日︑都内で講演し︑地域を限定して大胆な規制

当大臣になられ︑二〇〇二年︑金融担当大臣にな

小泉内閣のときに︑二〇〇一年︑経済財政政策担

済戦略会議のメンバーになられました︒それから︑

ますけれども︑小渕内閣のとき︑一九九八年︑経

それで︑まず︑竹中平蔵氏の少し経歴を紹介し

られ︑二〇〇四年︑参議院議員に当選され︑同じ

こうあるわけですね︒
先ほど陳謝されたのは︑この発言についての陳

組の方向性である区域の方針︑こういった戦略特
区に係る重要事項を定める際に実質的な審議を行

く二〇〇四年︑郵政民営化担当大臣になり︑二〇

小泉内閣のときに経済担当の重要閣僚をずっと

謝というふうに理解していいんでしょうか︒
して固有名詞を挙げたということに関してです︒

歴任されたのが竹中さんでありまして︑竹中氏は

い︑内閣総理大臣に対して意見を述べるものでご

○山下芳生君 これは慶應義塾大学での講演の中

大臣中に小泉・竹中路線と言われる路線で規制緩

〇五年︑総務大臣になられたわけです︒

議長は内閣総理大臣でございます︒議員は︑内閣

身ですから︑これについての陳謝だったというこ

和路線を進めました︒国会では竹中さんは︑企業

○国務大臣︵甘利明君︶ 慶應義塾での講演に関

官房長官︑国家戦略特区担当大臣︑そして内閣総

とだと思いますが︑私は︑参議院における法案審

が良くなればやがて雇用︑賃金に回ると︑もう繰

ざいます︒

理大臣が指定をする国務大臣︑また内閣総理大臣

議のまだ前にそういうことを言っちゃったという

そして︑この諮問会議の構成員につきましては︑

が任命する民間有識者で構成することとされてお

五年から二〇〇七年に大企業主導の景気回復局面

り返し述べてこられたわけですが︑確かに二〇〇

れは陳謝に値すると思いますが︑それだけで済ま

はありましたけれども︑それが賃金の増加にはつ

のは︑もちろん国会を軽視するものであって︑こ

そのうちの民間有識者は全議員の半数以上でなけ

ない問題がある︒それは︑竹中平蔵氏を選定しよ

ります︒議員の数は十人以内とされておりまして︑
ればならないとされております︒

竹中平蔵氏は︑実は私︑ついこの間︑本会議で

つまり︑この日本経済の不況︑景気の低迷をつ

ながらずに内部留保に回ってしまったわけですね︒

この法案の審議をする際に具体的に名前を挙げて︑

くり出した本人だと思います︑私は︒その人に︑

うとしているという︑この人選の中身についてで

議の人事に関して先ほど甘利大臣から陳謝があっ

竹中平蔵氏と三木谷浩史氏︑このお二人はいろん

経済成長のためにといって︑またも国家戦略特区

○山下芳生君 今あったように︑非常に重要な中

たような事態が起こったんですが︑分かっている

な形で利害関係もあるので︑こういう方々を民間

の諮問会議という非常に大事なメンバーに据えて

そのことが今のデフレ不況を生んでいるわけです

人には分かるけれども分からない方には全く分か

議員にすべきではないのではないかということを

いいのかと︒自分が不景気をつくり出した自覚も

あります︒

らないので︑少し記事について紹介をさせていた

あえて質問させていただいた直後にこの方の名前

責任も反省もないままの方なんです︑この方は︒

身を決めるのが諮問会議であります︒その諮問会

だきます︒

が甘利大臣から出たので︑びっくりしたわけです

さっさと国会議員も辞めていった方ですよ︒そう

ね︒

見出しは︑
﹁民間議員に竹中氏起用へ 特区諮問

ね︒

十一月二十四日の日本経済新聞にこうあります︒
会議で経財相﹂
︑
﹁甘利明経済財政・再生相は二十
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かと︑こう思うんですが︑甘利大臣の認識を伺い

に︑こういう方を指名することが果たしていいの

ということを︑私は︑先言っちゃったという以上

いう方をまたこういうふうに祭り上げていいのか

ということをお話をいたしました︒

その対象者︑検討されている対象者の一人ですよ

特区の提唱者でありますから︑ですから要するに

いる中にいらっしゃいますと︒この人は国家戦略

場感覚が全くない人がこういう規制緩和をせよと

現場の問題提起というのは大事だと思います︒現

全体に共通をしている規制の問題点というのは︑

がある︑ああいう問題があると︑幅広くビジネス

スの今後︑二〇二〇年にオリンピックが来ますか

案内をいただきました︒講演テーマはアベノミク

慶應義塾大学の三田祭の記念講演の講師として御

○国務大臣︵甘利明君︶ 正確に申し上げますと︑

を記者さんの前でお話をいたしました︒
︵発言す

いくというふうに理解をしておりますということ

臣ですから︑新藤大臣を中心に人選が進められて

して︑法案が通った後に︑この担当大臣は新藤大

いずれにしても法案が通ってからの話ですと︑そ

要は︑この人だから︑あの人だからといろんな

かと思います︒

を引くという対応をしていくということになろう

うかということでありまして︑そこはきちんと線

は︑自分の企業に対する利益誘導がなされるかど

るのかどうかという点もあろうかと思います︒要

いうような話について︑一体その効能が本当にあ

ら︑それを見据えてこれからどういうスケジュー

る者あり︶中心的な大臣ということでやっていら

議論はありますけれども︑私が申し上げたのは︑

ただ︑その後︑ぶら下がり会見がございまして︑

ルで経済再生が進んでいくかということについて

っしゃいますから︑新藤大臣を中心に︑もちろん

少なくともこの国家戦略特区をやるべきだという

たいと思います︒

の講演であります︒

総理が頭になるんですけれども︑人選が進んでい

そういう議論の中で取りざたされている一人とい

そこで︑今この国会にこういう法案がかかって

うことです︒

うことを紹介を申し上げたつもりです︒

ことを競争力会議で提唱された方でありますから︑

中で幾つか象徴的に取り上げました︒産業競争力

○山下芳生君 重大なのは︑検討されている中に

○山下芳生君 竹中さんが大臣のときに規制緩和

くんではないでしょうかということを話したとい

強化法も取り上げまして︑これが成立をした後に

竹中さんがいるんだということを述べたというこ

います︑こういう法案がかかっていますと︑その

はこういうことが行われていきます︑この国家戦

を小泉・竹中路線としてやった結果︑非正規が非

常に増えたということが一つの事実なんですね︒

とですよ︒検討されているんですよ︒
そんな︑この方を検討する対象にしていいのか

略特区法案も︑これが成立した後にはこういうス
ケジュールで事が進んでいきますと︑先のことを

私︑十一月十日にＮＨＫの日曜討論に甘利大臣

そういうことをもう一度繰り返すことでいいのか
○国務大臣︵甘利明君︶ 業に携わる人というの

がお出になっていまして︑いろいろ意見の違う点

というのを私は問題提起したわけですが︑これに

その際に︑慶應義塾という場所で講演したもの

は︑いろんな人が競争力会議にいらっしゃいまし

もありましたけど︑おっと思うことをおっしゃっ

しゃべるわけですから︑そういうお話をいたしま

でありますから︑若干のサービス精神が入ったか

て︑産業界の代表です︒それぞれ︑広義で言えば︑

ているんですよ︒例えば︑平均給与が下がってい

と︒

もしれませんけれども︑その検討されている中に

規制緩和はそれぞれ事業に関係してくるものであ

るのは非正規が増えているからだ︑こうおっしゃ

ついてはお答えなかった︒どうですか︒

こういう方がいられますと︑ここの大学の教授を

ります︒また︑ビジネスの現場からこういう問題

した︒もちろん前提付きであります︒

されている竹中さんもいろいろと取りざたされて
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雇用のルールを変えた結果︑こうなったんです︒

若者のせいでもないです︒労働法制の規制緩和︑

えているわけです︒これ︑自然現象じゃないです︒

ったのが︑二〇〇八年︑ピークには四百万人に増

をやって︑一九九〇年︑派遣労働者が五十万人だ

のは小泉・竹中路線で︑特に労働法制の規制緩和

少子化の原因にもなっていると︒その大本にある

そして︑若者にとってはなかなか結婚もできない︑

その非正規が増えたことが賃下げの原因になり︑

えていると︒これは私︑正論だと思いますね︒

題だと︒結婚できない︑子供をつくれない方が増

いました︒それから︑非正規雇用の増大は社会問

が資金供給機能︑経済の心臓の役を回復したとい

せて不良債権処理をしたと︒その後に︑金融機関

いと︑そこに公的資金の投入と併せて決断を迫ら

処理を先延ばしにしてちっとも踏み込んでいかな

います︒私どもからすれば︑金融機関が不良債権

す︒ですから︑小泉総理の功罪いろいろおっしゃ

の結果︑確かに失業率は下がっていったと思いま

ったという記憶があるんでありますけれども︑そ

講ずるというようなことをたしか総理がおっしゃ

率を下げていくというためにいろいろな手だてを

ていくことが大事で︑職に就いていない人︑失業

れども︑とにかく雇用の場をどんな形でもつくっ

そして︑小泉総理の発言を思い起こすんですけ

中さんが大臣を辞められた後︑二〇〇七年に株式

て︑もうさっき答弁されていましたけど︑この竹

本当に無責任だし無反省だと思うんですが︑加え

中心人物をまたこうやって持ち上げるようなこと︑

るし︑甘利さんも言っているわけですから︑その

増大があるというふうに労働経済白書も言ってい

そういうことをつくっちゃった大本に非正規の

ているわけです︑賃金が︑労働者の︒

いますけれども︑日本は製造業でこの十年間減っ

増えています︒アメリカ︑カナダも三割台増えて

〇〇％増えています︒イギリス︑ドイツは四割台

二〇〇〇年と二〇一一年比較しますと︑韓国は一

てというか︑唯一下がっちゃっているんですよね︒

本の製造業の賃金がもう先進国の中でもずば抜け

その結果︑賃下げになっている︑結婚できない︑

うこともあるわけであります︒

製造業の解禁だったというふうに思います︒その

ますが︑あの当時行われた労働法制の規制緩和は

ながっているかということの検証は必要だと思い

閣の当時関与をされて︑それがどういう結果につ

○国務大臣︵甘利明君︶ 竹中さんがどう小泉内

かと私言っているんですよ︒どうですか︒

ろ持ち上げるんですかと︑おかしいんと違います

その中心にいてそういう政策を取った人をまたぞ

駄目なんですよ︒全体として失われた二十年の中

○山下芳生君 いいところだけつまみ食いしちゃ

があろうかなというふうに思っております︒

けでありますから︑功罪は総合的に検証する必要

も︑失業率が下がっていったという事実もあるわ

摘の非正規が増えていったこともありますけれど

合的に失業率がどう変化していったか︑今の御指

の功罪もいろいろあると思いますが︑それは︑総

功罪はいろいろあろうかと思います︒竹中さん

波紋を広げている︒格差社会を生んだ元凶とも言

パソナグループ会長に竹中平蔵元総務相が就任し︑

プア︑原因をつくったのにと︒人材派遣最大手の

ナグループの会長に︑究極の天下り︑ワーキング

規制緩和旗振り役︑竹中元総務相︑派遣大手パソ

の議員を委ねていいのかと︒

で︑そういう方にこの規制緩和に携わる諮問会議

ら現在までパソナの会長をされております︒それ

会社パソナの特別顧問に就任され︑二〇〇九年か

子供をつくれない人がいるとお認めになりながら︑

結果︑確かに非正規の比率は上がりました︒これ

心部分をつくっちゃっているわけですからね︑小

われている改正労働者派遣法︒この法改正に深く

かかわり︑規制緩和の旗振り役として派遣業界を

二〇〇九年九月八日の中日新聞︑こうあります︒

はデータで出ていると思います︒ただ︑当時︑失

泉・竹中路線で︒
それから︑製造業のことを言いましたけど︑日

業率が相当高くなって︑その近隣の数字としては
一番高い数字を示しました︒
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急成長させた功労者がほかならぬ竹中氏であった

すね︒

個々の人の評価については︑この議場の場で私

とにかく︑確かに評価の分かれる方であること

○山下芳生君 選ばないとは言えないわけですよ

が断定してしまうのもどうかというふうに思って

きは少なくない云々かんぬんという記事がいっぱ

は私も承知をしております︒そして︑競争力会議

ね︒

○国務大臣︵甘利明君︶ ああ︑そうですか︒

いありまして︑週刊ポストでも︑パソナの売上げ

のメンバーとして︑競争力会議の進行役の大臣と

からだ︒これぞ究極の天下りかと首をかしげる向

が︑竹中氏の功労によって︑二〇〇三年五月期の

しても︑正直お話ししますと︑今までかなりぶつ

おります︒

一千三百五十六億円から二〇〇八年五月期の二千
かったこともございます︒

規制改革路線が正しかったか否かの問題ではあり

というのはまさにマッチポンプ︑これは竹中氏の

後とはいえ経営者として就任し︑大金を受け取る

緩和政策で拡大した派遣業界に︑政治家を辞めた

学高木勝教授の談として︑自らが旗振りした規制

だとなかなか閉塞状況を突破できないということ

ークスルーしていくというのは︑当たり前の発想

っていくと︒なかなか︑停滞する日本経済をブレ

ありますから︑それをうまく手綱を引っ張って使

様な︑ある程度とんがった人も入っているわけで

その上で︑競争力会議のメンバーというのは多

決める︑そのど真ん中に人材派遣会社の会長を入

した︑戦略を決める︑地域を決める︑その計画を

制緩和をやる︑さっき新藤大臣からお答えありま

材派遣業界の会長ですよ︒そういう方を︑その規

緩和によって莫大な利益を上げる直接の業界︑人

かはどうでもいいんです︒そうじゃなくて︑規制

るんじゃないんですよ︒とんがっている人かどう

それで︑私︑とんがっているかどうか聞いてい

三百六十九億円へと一・七倍になったと︒明治大

ません︑パソナへの再就職そのものが道義的に批

れていいのかということが問われているんですよ︒

竹中さんは今でもそのことについて物すごい利

もあります︒だから︑とんがった人が並べばいい
ということを言うつもりはありませんけれども︑

益代表的発言されていますよ︒三月六日︑産業競

判されてしかるべきですと︑こう言っておられま

既成概念を打破するような発想が出てきたら︑そ

す︒
私は︑もうそのとおりだと思います︒その道義

争力会議︑労働力の流動化を促すための手段とし

は世界の中で見ると非常に恵まれたというか︑強

れをうまく活用する︑ハンドリングしていくとい

私は︑この特区諮問会議メンバーの閣僚に仮に

く強く保護されていて︑容易に解雇ができない︒

的責任を不問にしたまま︑そのままパソナの会長

いう質問しましたら︑自民党の多くの方も︑それ

入ったとしたら︑そこら辺の︑誰が選ばれるかは

企業は正社員をたくさん抱えるということが非常

て正社員を解雇しやすくするようにルール改正す

はあってはならないと大きな拍手いただきました

まだ断定できませんけれども︑どの方々が選ばれ

に大きな財務リスクになっているということで︑

うのも政権側の役割かなというふうに思っており

けど︑そんなことするつもりですか︒

ようと︑うまく手綱を引いて︑いいところは使っ

要するに正社員を解雇しやすいものにしたらどう

のまま︑こういうまた諮問会議の議員に選ぶよう

○国務大臣︵甘利明君︶ いや︑自民党から拍手

て︑ちょっととんがり過ぎるところは抑えて︑う

だということをこの方ずっと言っていて︑それが

べきだという趣旨のことを言って︑日本の正社員

が出たというのは知りませんけれども︑それ︑今

まく誘導していきたいというふうに考えておりま

世論の批判を受けてちょっとトーンダウンしたわ

ます︒

書いてある話は週刊ポストですか︒

す︒

なことは私はあってはならない︑本会議でもこう

○山下芳生君 週刊ポストと︑これは中日新聞で
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ープを中心に︑当競争力会議の立地競争力分科会

パーで︑これまで︑国家戦略特区ワーキンググル

長戦略の当面の実行方針﹂について﹂というペー

そうしますと︑十月一日︑竹中平蔵氏の﹁
﹁成

いるから安心しているという御連絡もいただきま

申し上げました︒労働関係者からも︑甘利さんが

つもりはありませんし︑つくらせませんと明確に

が出たときに︑解雇特区なるものは絶対につくる

○国務大臣︵甘利明君︶ 私は︑解雇特区なる話

ませんか︒

ません︒全てのビジネスにとってプラスになるよ

ラスだというようなことを誘導するつもりはあり

てプラスになると︑特定のどこの企業にとってプ

業者である以上はですね︒そういう︑全てに対し

ないということはあり得ないわけであります︑事

とビジネスにかかわってくるけど︑この人は絶対

けですが︒

もサポートして︑関係省庁との協議を進めてきた︒

うな環境整備をしていかないと日本が立ち行かな

雇用に関しては︑これは労政審で扱うというこ

今︑日本は世界の競争に勝たなければなりませ

した︒

だ課題は多い︒特に雇用分野は︑残念ながら全く

とに手順上なっているわけであります︒そこでは︑

ん︒世界で一番ビジネスが立地しやすい環境をつ

岩盤規制を含め︑相当の前進もあったものの︑ま
前進が見られないと評価せざるを得ない︒また︑

関係者がみんな入って︑労働関係の者も入って︑

くなるわけであります︒

一部ゆがんだ報道により︑しっかりとした改革が

を構成するステークホルダーにとって立地環境の

くっていく︒と同時に︑世界で一番ビジネスマン

ば︑竹中さんのような直接利益を得ることになる

良いところ︑そういう日本にしていきたいという

きちんとそれぞれの立場からの議論が行われるは

であろう人材派遣会社の会長であっても国家戦略

ふうに考えております︒

止められる可能性についても危惧している︒ゆが

えて︑雇用分野を含め︑国家戦略特区を完成させ

特区諮問会議の議員にしても構わないというのが

○山下芳生君 もう時間が来ましたのでやめます

が︑あるいはその家族が住みやすい環境をつくっ

るべく︑引き続き全力を尽くしたいと︑こう述べ

甘利大臣の認識ですか︒

けれども︑企業が世界で一番活躍しやすい国をつ

ずであります︒その経緯を経て結論が出されると

て︑その後︑規制改革会議などでは日雇派遣の禁

○国務大臣︵甘利明君︶ 見識を持っていらっし

くる︑それから日本の産業競争力を強化すると︑

んだ報道じゃないですよ︑自分が解雇しやすくせ

止の見直しが提言されたりしております︒

ゃる方は多々いらっしゃいますし︑そういう方が

非常に大きなきれいな話ですが︑実態はもうもろ

ていく︒もろもろ︑会社があって従業員がないと

岩盤規制というのはそこに焦点を当てて︑もっと

競争力会議︑全て入っていらっしゃると思います︒

自分の企業がもうけられるチャンスを広げたいと

いうふうに承知をいたしております︒

規制緩和をやれと︒そのことによってパソナは非

いろいろ個人個人に評価はあります︒そして︑

いうメンバーで構成しようとしている大問題だと

いと言っているんですから︒解雇特区という語源

常に大きな利益を得るチャンスが広がることは間

企業の代表は︑いかなる企業の代表といえども規

いうことを指摘して︑終わります︒

いうことはあり得ないわけでありますから︑企業

違いないんです︒もう直結しているんですよ︒と

制緩和とかかわってくるわけであります︒それに

○浜田和幸君 新党改革・無所属の会の浜田和幸

○山下芳生君 じゃ︑確認ですが︑労政審を経れ

んがっているかどうかじゃないんです︒そんな人

よってビジネス環境が良くなる︑そのための特区

です︒新藤総務大臣に幾つか質問をさせていただ

を作ったのは竹中さんです︒そういうことも踏ま

入れたら︑これは国民の信任を得られないでしょ

をつくるわけでありますから︑この人は規制緩和

一貫としてこれは雇用の規制緩和をやるべきだ︑

うと︑そのことを言っているんですが︑そう思い
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がんセンターのお話がありましたけれども︑がん

て人も企業も来ているわけですよね︒先ほど国立

どん日本のそういう優れたサービスや技術を求め

のはあえて戦略特区にしなくても︑海外からどん

先端の技術ですとかサービスですとかそういうも

思います︒とはいいながら︑日本の持っている最

お話を聞かせていただいて︑大変必要な発想だと

つくるんだと︑そのための国家戦略特区だという

意味で︑世界で一番ビジネスがやりやすい環境を

これまでも︑るる︑日本経済を強くするという

いかなくてはならないと︒それからさらに︑私た

経済を維持するためには︑私は経済国境を広げて

化︑人口減少︑市場が縮小していく中で私たちの

んな分野で︑やはりそれは日本が︑この少子高齢

争力強化法案もそうでございますけれども︑いろ

たり︑農商工連携であったり︑それから企業の競

持っている成長戦略︑それは︑攻めの農業であっ

会議における取組もあります︒それから︑各省が

すから︑様々な取組がございます︒総合科学技術

性化総合特区に指定をさせていただきました︒で

だと思います︒今の群大のやつは︑今回︑地域活

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まさにお説のとおり

んですが︑それを実現するための︑世界が日本の

○浜田和幸君 そこは御指摘のとおりよく分かる

は全く同じものだと思っております︒

ざいまして︑委員がおっしゃっていることと方向

しい取組をやってみてはいかがかという提案でご

日本を元気にさせるためのツールの一つとして新

一環として戦略特区があると︒ツールであります︑

ようなものに挑戦しましょうと︑そういう︑その

と競争できるような︑また経済を伸ばしていける

るわけじゃありませんから︑あらゆる分野でもっ

ズ・バックは︑あれは戦略特区のことを書いてあ

そもそも日本再興戦略というあのジャパン・イ

きたいと思います︒

センターに限らず︑例えば地方の︑群馬大学の重

技術や日本の仕組みをグローバルスタンダードと

も同時に日本が考えていく︑訴えていくというこ

ちが世界に貢献できるものを持っていながらそれ
開いていこうと︒結果として喜んでいただき︑貢

とが必要ではないかと︒そのための手だてをこの

粒子線医学研究センター︑こんなところは︑もう
ちと言われるような人たちがプライベートジェッ

献しながら経済を︑日本の国に入ってくることも

特区と一体化して何かお考えですかという質問な

して受け入れてもらえるような︑そういう仕掛け

トでやってきて︑自分の命を日本の技術で救って

あってもいいと︒様々な工夫があるわけでござい

んです︒

を国内にとどめているものがあるならば︑それは

もらう︑そういう事例がたくさんあるわけですよ

ますし︑既にやってきている︑これからもやって

○国務大臣︵新藤義孝君︶ それは結局︑ガラパ

中東やアジア︑アメリカから︑もう世界の大金持

ね︒

いこうと︒

いるんですが︑そこのところを乗り越えるための

が足りないんじゃないかという受け止め方をして

トスタンダードにするための国家のバックアップ

あっても︑それを世界のスタンダード︑デファク

この原因は︑やっぱりすばらしい日本発の技術が

だまだ日本全体の底上げにつながっていない︒そ

まうんですけれども︑いずれにしても私たちは︑

くてということで合わせ技ということになってし

一〇〇で︑これがあればほかは要らないんではな

チャンスができないか︒それは︑ですからゼロ︑

です︒でも︑これをやることによってまた新しい

いじゃないかと︑なくても今までも動いてきたん

ですから私は︑この国家戦略特区がなくてもい

くような︑そういうものを視野を広げていかなけ

うな世界標準︑若しくは私たちの提案で世界が動

ですから︑我々は︑まさに委員がおっしゃるよ

はり法律上の二つか三つの法律の壁があります︒

きく後れを取る︑この再生医療ですね︑これもや

ら︑研究世界一ですけれども︑実用化において大

ゴス化と言われるようなものがあります︒それか

ただ︑問題は︑そういう事例がありながら︑ま

方策は何かお考えでしょうか︒
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野はまだたくさん残っているんでございます︒

のと言われてしまうような︑あえて︑そういう分

界展開していこうとか︑今までやっていなかった

をつくっていこう︑それからコンテンツなども世

それは︑国家戦略としてグローバルスタンダード

それに対してやはりもっとできることがないか︒

けて世界戦略でやっているんであります︒でも︑

ればいけないと︒もちろん︑企業は生き残りを懸

ます︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私も全く同感であり

がですか︒

いう発想も必要だと思うんですが︑その点はいか

しいスタンダードを日本が世界に発信していくと

吸い上げていって︑ミックスすることによって新

差したそういうすばらしい可能性︑これも同時に

と最先端ではないけれども日本の歴史や文化に根

そういう意味での従来とは違う︑どちらかという

これまで支援︑育ててきた海外の専門家がたくさ

うまく絡み合わせていく︒あるいは今のＯＤＡで

特区においてもＯＤＡの予算︑そういったものを

ダードを世界に広めるという意味では︑この戦略

ですから︑先ほどおっしゃった︑日本のスタン

お金を出して支援してきましたよね︒

ＯＤＡ︑そういう政府のお金でもって人や技術︑

あるいは成長が期待できる地域︑日本はこれまで

○浜田和幸君 そういう意味では︑例えば途上国︑

のは︑呼び込むためにも︑我々が出ていくために

っている︑そこで規制を緩和するかどうかという

評価には︑著しい乖離があります︒どちらがいい

本に対する評価と︑そして日本人が日本に対する

やはり日本が世界に誇る︑また世界の人から日

しい戦略特区として位置付ける︑そういうような

かけていった人たち︑そういう人たちをひとつ新

きた日本の企業や︑あるいは日本の海外支援で出

んいるわけですから︑そういうところに携わって

ですから︑やはり市場を広げるために障害とな

も重要なツールにはなるんではないかなと︑この

か悪いかはそれぞれでございます︒ですから︑私

とを持っている地域を選定するんじゃなくて︑少

ようにも思います︒

知りたがられている︑もっとこういう部分を欲し

し柔軟な発想でこの特定地域の選び方ということ

発想というものも︑ただ単に特定の技術というこ

の技術や企業をバックアップするために︑デファ

いというものもきちんと我々意識をして︑そして

も考えていただく余地があるのかどうか︑お願い

たちは日本の強み︑それから私たちの︑世界から

クトスタンダードじゃないけれども︑国際的なス

展開していく必要があるというふうに思います︒

○浜田和幸君 ということは︑やっぱりこの日本

タンダードづくりに国としても取り組むと︑そう
その上で︑今ｉＰＳ細胞の話が出ましたけれど

ません︒観光立国というのもその線からあるわけ

だけで大きな経済効果が出ることは間違いござい

グでどういう制度を入れるかでございますね︒

なくあると思います︒ただ︑それはどのタイミン

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑余地は限り

します︒

も︑やっぱり今どうしても最先端の部分に注目が

でありますが︑これだけのものを持ちながら︑残

日本に来てくれる人たちがもっと増える︑それ

行きがちですよね︑ライフイノベーションという

念ながら観光客の来日数というのは世界の中でず

いうことですよね︒

ことでですね︒しかし︑日本には︑先ほど大臣御

っと下がっていってしまっていると︒

今までの西洋医学とは全く違った観点で魅力があ

ば統合医療︑そういうものだって世界から見ると︑

くことは重要だと︑このように思います︒

くこと︑また複合的な視点でこれに取り組んでい

ですから︑いろんなシーズを探して開拓してい

く合わせ技で日本がその受皿をつくり︑また対外

すとか人材研修事業とか︑そういったものをうま

ＯＤＡを活用したまたＪＩＣＡ等の人材の交流で

内において使うことはあり得ませんから︑しかし︑

ＯＤＡというお話がありましたが︑ＯＤＡは国

説明あったように︑伝統的な文化や価値観︑例え

る︒先ほどのお話もありましたよね︒ですから︑
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今までのその関係を生かした︑またそこに人材を

的に進出する拠点をつくった中に今までの知見や
のある︒ただ︑なかなか日本の国内では森林を守

プＡのランクを受けている︑とても投資のしがい

題についてはすごい技術を持っているんです︒で

サイクルというものも︑日本というのは実は水問

国際展開として外に出していけばいいわけですし︑

すから︑例えばそういうものを技術開発する︑展

そういう中で︑水と例えばそういう自然のもの

幾つかのウオータービジネスに参画する動きもご

ると同時に水源地を守るという意識はどうも若干

午前中からの答弁の中でも申し上げたと思いま

も戦略的な︑重要な要素として育て︑あるいは守

ざいます︒それは決してハイテクだけとは限りま

活用するとか︑いろんな展開は可能だと︑このよ

すが︑これをやりますと︑ですからその枠の中で

っていく︑そういうのもこの戦略特区の中の位置

せん︒

開する︑そして特区の中でそんなものを実用化で

決めちゃって︑もう今度は︑決めちゃうと︑あと

付けとしてはちゃんとした︑何というか︑重要性

低調で︑特に海外からの水源地の買収︑森林の買

それに合致しないから駄目ですではなくて︑とに

というか意味付けというか︑その支援というか︑

いただいているんですけれども︑そういう分野も

うに思います︒ですから︑それは柔軟に考えてい

かく目的は一つなんです︒日本の経済をもうちょ

対象になると考えてよろしいんでしょうか︒

含めた柔軟に可能性を追求できるプロジェクトに

きたとして︑それは今度︑特区から離れて日本の

っと大きくしようと︑それから将来の成長可能性

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 私もかつて議員立法

していきたいと︑このように考えております︒

収︑様々な問題が今議論になっています︒

のあるものをきちんと確実な分野にしていこうで

で︑水資源を守るための立法に一緒にかかわりま

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

くと︒

はないかという中でこれはいろんな取組があって

した︒また︑それは安全保障上の問題も含めて重

是非︑今委員はいろんなことを御承知でお話を

もいいと︒是非︑アイデアは出していただければ

あわせて︑今この日本の自然の水をどう守って

グローバルな視点を持った取組が欠かせないと思

ある意味では官民一体となった超党派の︑しかも

是非︑そういう日本の底力を底上げするには︑

○浜田和幸君 午前中の大臣のお話の中で︑日本

いくか︑また活用していくかということに併せま

いますので︑是非この戦略的な価値観を持った特

要な課題だと思っております︒

は森林大国であると︒確かに︑国土の七五％近く

して︑世界における水問題というのは我々日本人

有り難いというふうに思います︒

が森林︒森林を守っていくためには︑水源地︑水

区︑前進させていきたいと思います︒

それで︑ただ︑こういう地域を特定して特区と

が思っている以上に大きなウエートを占めていま
すね︒大体において︑地球上にある水の中で人類

が欠かせませんよね︒
今︑この数年ですけれども︑世界では水の先物

して指定していくとなると︑やっぱり今でも地域

すよね︑そういう地域間の格差ということが更に

が使っているものはごく僅かですから︑その貴重
そして︑水道事業などにもＩＣＴを活用して事

固定化︑拡大してくるという可能性もあると思う

取引市場というものが大変活性化してきています︒
の中に水というものが大変大きなウエートを占め

業の効率化を図るというプロジェクトもございま

んですよね︒ですから︑そういう資源があったり

間の格差︑先ほどいろいろと議論になりましたで

るようになってきているわけですけれども︑Ａ︑

す︒それから︑スマートシステムで︑下水から上

すばらしい技術を持った人がいるような地域は国

な資源をどうやって有効に使っていくか︒

Ｂ︑Ｃの三ランクで区分けをすると︑世界のヘッ

水︑そして降った雨を再活用するためのそういう

ですから︑石油とか天然ガスとか︑そういう資源

ジファンド︑投資ファンドの中で日本の水はトッ
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きたいと思います︒

ずれにしても少ない数です︒であるならば︑そう

たが︑選べるのは︑幾つかは分かりませんが︑い

それから︑せっかく二百の御提案いただきまし

なサービスやアイデア︑商品というものがどんど

の国家戦略特区の中で今まで日本になかったよう

やあるいは人が入ってくる︑そういう中に︑日本

くということになると︒海外からのいろんな企業

いかは知恵が︑私一人で考え付くわけもありませ

いう御提案を︑例えば提案の中で︑規制緩和一本

ん入ってくる︒当然︑それによって日本がもっと

からの支援が得られてどんどん元気になるかも分

それで︑実はＴＰＰもこれは絡んでくると思う

この格差という問題をどうやって乗り越えるか︑

のいい提案であれば構造改革特区で使えますと︒

もっと市場が開ければ逆に日本から海外にも行け

んから︑みんなでそういう議論をしましょうとい

そのための手だてをどういうことをお考えになっ

ですから︑準特区といいますか︑そういう形で展

るわけですけれども︑しかし︑このＴＰＰがもた

かりませんけれども︑なかなかそうじゃない︒す

ているか︑お聞かせいただきたいと思います︒

開もできるようにしよう︑既存事業でこれはでき

らす様々な︑言ってみれば想定していなかったよ

んですよね︑日本の市場をもうオープンにしてい

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは私︑まだ具体

るんじゃないかというものについてはそういった

うなアメリカ発のスタンダード︑これは医療にか

うのを今までもやってきました︒

的なお話を申し上げるわけにいかないんですが︑

連関もしよう︒御提案いただいて︑選びませんで

かわってくるし︑法律にもかかわってくる︑教育︑

ばらしい個別の事例は今御紹介いただきましたけ

今度の国家戦略特区︑もちろん国力︑総力を挙げ

した︑それではという︑それで終わりではなくて︑

あらゆる部分にかかわってきますよね︒

れども︑そういう事例はやっぱり一部だと思うん

て取り組むものであります︒ですから︑大きな取

せっかくのいろんなアイデアがあるわけですから︑

いかに国民の参加性を高めるかというのはとても

は︑これから諮問会議等で議論していただく中で︑

が参加するとは限らないと思っているんです︒私

しかし︑そこには大きな会社︑大きな組織のみ

は次なるものも当然出てきていいと︑こういうふ

成果を出さなきゃなりません︒その結果において

まずは一回やってみる︒それはスピードを上げて

次なる︑もう少し期間を長く考えていただくと︒

それは活用していきたいと︒また︑それは第二弾︑

をお考えなのか︑基本的な考えをお聞かせいただ

った場合に︑どういう判断で採用するということ

うのか︑どちらに重きを置くのかということにな

る︑その中身とこの国家戦略特区との整合性とい

そういった︑今ＴＰＰで一方の議論が進んでい

日本全体としての特区の恩恵が行き渡るような︑

ですね︒

組になると思います︒

重要だと思うんです︒そして︑それは地域の参加

略特区もＴＰＰも我が国の経済の成長を促すとい

ければと思います︒
是非そういう︑せっかくのいろんな地域からの

う意味においての同じ方向の取組であります︒

うに思っているわけでございます︒

に協力をする︑そこと一緒に作業する企業や地域

アイデアあるわけですから︑それが︑その漏れた

しかし︑ＴＰＰを意識した特区であるとか︑Ｔ

性にもつながっていくと思います︒特区として指

というのはたくさんあっていいと思うんです︒で

ものの中にもお宝が眠っている可能性は大いにあ

ＰＰの決められた内容の実験場として特区がある

○国務大臣︵新藤義孝君︶ これは︑まず国家戦

すから︑特区を成功させることでその周辺や関連

ると思うので︑そういうアイデアを言ってみれば

ということは今考えておりません︒これは経済統

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

の地域︑団体にその効果が出るように︑そういう

生かせるような工夫︑長期的に是非お考えいただ

定する地域は限られてまいります︒しかし︑それ

設計を是非してみたいものだなと︒どうしたらい

- 62 -

内閣
平成２５年１１月２６日

あります︒少子高齢化プラス人口減少です︒これ

希望を持てる状態にするためには構造的な課題が

この日本という国を︑これから将来の安心とまた

ではないと思いますが︑ただ︑私どもは︑やはり

ロスするといいますか︑そういう場合もないわけ

な戦略特区になるのか︑そしてそれがどこかでク

それは︑そもそもどんなＴＰＰになるのか︑どん

す︒

ることとはこれは別のものとして今考えておりま

のルールを決めることと︑それから特区の中でや

合ルールであって︑経済連携協定という国際貿易

も意識しています︒

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 非常にそこは私ども

何かお考えはおありですか︒

ールすることが必要だと思うんですが︑その点は

か開かれている度合いというものをきっちりアピ

くて外に向かって︑この戦略特区の重要性という

あるんですね︒ですから︑そこは国内だけではな

でまた国際社会とのあつれきが出てくる可能性も

に︑日本が閉ざされた世界というか︑そういう形

合にもし外から見られるとなると︑これはまた逆

守るためのそういう防波堤というか︑そういう具

そういった地域の持っている特性といったものを

は日本の大事な虎の子の技術ですとかアイデア︑

ふうになってくると︑そこにいろんな規制の緩和

ていますか︑都市機能はありますかと︑こういう

てそれは世界の人が住むに足りる居住環境になっ

か︑病院に行けますか︑学校へ行けますか︑そし

ときに︑日本で住めますか︑日本で買物できます

するならば︑じゃ︑人を世界から引き込んできた

うようなものにしていかなくてはいけないと︒と

なことを始めるなら私たちもそこに入りたいとい

プロジェクトが世界から評価される︑日本がそん

と︑そういう中でございますので︑やはり今度の

ーに最初のやっぱりスタートダッシュもやりたい

だかなければ進みませんから︑これはスピーディ

はいっても︑まずは国民や世界から御期待をいた

ただ︑結果としてどんな連携ができてくるかは︑

をどのように解決していくか︒あわせて︑資源の
新しいフロンティアがあると思っておりますから︑

市場はすぐに見破ると思います︒そして何よりも︑

若しくは見た目のパフォーマンスであるならば︑

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

っていくということでございます︒

をここの中で入れようじゃないかというふうにな

そういうありとあらゆるものを含めて成長を促し

そんな国を大きく変えるような取組が例えば何か

住みやすい︑そういう社会に変えていくというこ

やはり︑この今度の国家戦略特区が付け焼き刃

ていく︑そのきっかけづくりの一つずつだと︑こ

月とか半年とかで成果が出るなどということは︑

とで︑大変大きな事業だと思います︒

ない国と言われていますが︑私はこの分野だって

のように受け止めているわけでございます︒

これはないんですね︒世界でやっぱり指折りのプ

からの日本市場に対する強力な進出というのか︑

残っていますよね︒そういうまあ言ってみれば外

いけないという︑そういう考え方もかなり根強く

攻めるところは攻めるという形で︑守らなければ

というか︑日本の国益︑守るべきところは守る︑

今︑国内では︑ＴＰＰに対する︑ある種備える

受け入れつつ進化していくと︒またそれは︑そう

確実に実行していく︑そして柔軟な体制をもって

うのは︑将来のあるべき姿を示し︑それに対して

ですから︑大事なことは︑国の本気を示すとい

すごいというけれども︑二十年やっていますから︒

いますとか︑今になってオランダのフードバレー

ロジェクトって︑考えてみたらもう二十年やって

なかなか思い切った特区に対する関与はできない

れども︑税制面でも支援体制というものがないと

そういうところに対して︑やはり︑特区もいいけ

時に︑税制上の例えば法人税の減税とか様々な︑

ても期待する部分が大きいと思うんですが︑と同

こういう特区で支援体制を組んでいただくのはと

それで最後に︑今やっぱり日本の企業にとって

是非世界から︑世界で一番ビジネスがしやすい︑

○浜田和幸君 ありがとうございます︒

そういうものに︑この国家戦略特区︑ある意味で

- 63 -

内閣
平成２５年１１月２６日

は何か対策をお考えでしょうか︒

という声もよく聞くんですが︑その辺りについて
りますので︑答弁は簡潔にお願いします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 大臣︑時間を過ぎてお

れ以上の特別に何か⁝⁝

の普通地方公共団体について︑他の同種の地方公

地方公共団体についてのみ適用があり︑その特定

される特別法とは︑これは一又は二以上の特定の

お金をつぎ込むとかそういうことではなくて︑

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この国家戦略特区は︑
ると︑必要なそこに税制措置も行うという組立て

いろんな制度を工夫して効果を上げたいと︑この

共団体に対する一般的な取扱いと異なった取扱い

になっているんです︒残念ながらといいますか︑
ように思っております︒

変更はないか︑大臣の御確認︑よろしくお願いし

○国務大臣︵新藤義孝君︶ はい︒

この時期ではまだ具体的なプロジェクトが決まら

○浜田和幸君 ありがとうございました︒是非と

ます︒

大胆な規制改革︑そしてそれに伴う事業を実施す

ないまま個別の税制措置については検討のしよう

もこの成立に向けて御尽力いただければと思いま

○国務大臣︵新藤義孝君︶ 変更はございません︒

を規定する法律のこと︑このように解釈をしてお

がないと︒しかし︑その上でも︑まずは規制緩和

すし︑応援したいと思います︒

いうのは︑一定の要件を備えた区域について︑政

ゃっています︒そして︑この国家戦略特区法案と

同じ答弁の中で︑新藤大臣︑このようにおっし

○山本太郎君 ありがとうございます︒

この答弁︑そのとおりでよろしいでしょうか︒

りますと答弁されました︒

の項目は十八項目︑メニューはそろえさせていた
以上です︒

○山本太郎君 新党今はひとり︑山本太郎と申し

だきました︒これは十八で終わりません︒もっと
どんどん増やせばいいと思います︒具体的なプロ

ます︒よろしくお願いします︒
今日は︑まず︑新藤大臣に︑国家戦略特区法案

ジェクトが分からないまま︑その折衝によって緩
和できる項目が十八あると︒それは︑どれを使っ

いと︑このように思っているわけでございまして︑

案をしていきたい︑また是非御議論をいただきた

力を高めるための税制措置というのは︑これは提

この年末の税調プロセスで︑やはり企業の競争

るところにより︑その地方公共団体の住民の投票

公共団体にのみ適用される特別法は︑法律の定め

区法案について︑憲法九十五条の規定︑一の地方

で参考人の北海道大学山口二郎教授が︑今回の特

十一月十四日︑衆議院内閣委員会の参考人質疑

せず政令で指定するので憲法九十五条には該当し

要するに︑具体的な地方公共団体を法律で特定

けでございますと答弁されました︒

たものには該当しない︑このように考えているわ

でございまして︑憲法九十五条に規定するそうし

体を法律で特定するものではない︑こういうこと

令により︑国家戦略特区︑国家戦略特別区域とし

そういったものを踏まえて︑これは財政措置とい

においてその過半数の同意を得なければ︑国会は

ないということですけれども︑新藤大臣︑この答

と憲法九十五条の関連についてお聞きしたいと思

うのは実は余り大きなものを考えていないんです︒

これを制定することができないとの問題があると

弁︑そのとおりでよろしいでしょうか︒御確認︑

ていただいてもいいしということでお考えいただ

これは︑税制や規制を緩和することで︑自分たち

発言されました︒この点について︑十一月二十日︑

お願いします︒

て指定することであります︑具体的な地方公共団

の取組で大きくできる︑そういうものでなければ

衆議院内閣委員会で新藤大臣は︑今御指摘の憲法

○国務大臣︵新藤義孝君︶ そのとおりでござい

います︒よろしくお願いします︒

いけないと︒ですから︑予算措置というのは既存

第九十五条に言う一つの地方公共団体のみに適用

ければいいわけでございます︒

の制度を使うものは考えておりますけれども︑そ
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ます︒

ます︒

うに御理解いただければいいと思います︒

済みません︒失礼しました︒

ろしいでしょうか︒あっ︑その逆や︒そうですね︑

住民投票による同意が必要になるということでよ

のみ適用がある場合は憲法九十五条が該当して︑

も︑一又は二以上の特定の地方公共団体について

ということは︑この政令で地域指定する場合で

○国務大臣︵新藤義孝君︶ まず︑不利益を受け

すけれども︑御意見をお聞かせ願えませんか︒

地方の側の同意を得る手続を課すべきだと思いま

と地方の意見を述べる機会を保障する︑あるいは

体の長と議会と住民︑企業法人も含めて︑きちん

あるいは不利益を受けるおそれのある地方公共団

そのほかの地方公共団体などで不利益を受ける︑

当該地方公共団体や近隣の地方公共団体あるいは

○山本太郎君 分かりました︒

ですか︑山本さん︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 大臣じゃなくてもいい

の御意見聞かせてください︒

方公共団体とすべきと思うんですけれども︑大臣

どでは必ず都道府県と市町村︑この両方を関係地

なんですけれども︑区域指定︑区域方針の決定な

体︑これは都道府県だけの場合もあるということ

昨日︑担当者の方の説明では︑関係地方公共団

○山本太郎君 ありがとうございます︒

では︑その先に行きます︒申し訳ないです︒あ

るようなことのないようにしなくてはいけないと︒

○政府参考人︵川本正一郎君︶ お答えを申し上

新藤大臣︑私は︑国家戦略特区の指定によって

っ︑もう一回この場合手を挙げた方がいいですよ

そして︑国家戦略特区という新しい経済の実験場

げます︒

○山本太郎君 ありがとうございます︒なるほど︑

ね︒

であり起爆剤となるプロジェクトでありますが︑

分かりました︒

○委員長︵水岡俊一君︶ いえいえ︑続けてくだ

それによってその周辺の地域経済にも好影響が出

今御指摘のように︑特区の指定の場合︑それか

さい︒どうぞ︒

ら特区ごとにどういう事業を行ってどういう特区

関係地方公共団体の意見を聴くというふうにして

るようなものにしたいと︑このように思っている
そして︑地域の声というのは︑その地域を代表

おります︒特区の中身にもよりますが︑当然︑都

○山本太郎君 済みません︒緊張しています︒あ
北海道大学の山口二郎教授︑先ほど指摘した参

する公共団体の長の方が特区の進捗管理をする特

道府県知事︑それから必要に応じて市町村の首長

にしていくかを決める区域方針を定める場合に︑

考人質疑︑国家戦略特区の指定︑言わば行政の意

区会議︑統合推進本部と呼んでおりますけれども︑

さんから御意見を聴くということになろうかと思

わけであります︒

思決定によって特定地方公共団体の住民が本来持

そこに入って︑そしてその長の同意を得て事業が

りがとうございます︒

つべき権利を侵害するという危険がある︒したが

います︒

先週︑土曜日ですか︑十一月二十三日の新聞報

進んでいくことになりますので︑これは地域の声
また︑そもそも地域からの御要望もそういった

道︑これありました︒国家戦略特別区域の指定︑

って︑特区の地域指定あるいはその特区の中身で
て地方からの意見を述べる機会を保障する︑ある

ことで受け付けて︑御要望も踏まえた上でのこれ

これ来年一月にも三か所から五か所︑候補地は東

○山本太郎君 ありがとうございます︒

いは地方の側の同意を得るという手続を課すとい

から区域の決定になっていくわけでありまして︑

京など首都圏︑大阪府・市など近畿圏︑愛知県の

もしっかりと受け止めていきます︒

った点でもう少し議論を深めていただきたいとい

既に地域の声が入った状態で進んでいくというふ

どのような規制緩和を行うのかということについ

う発言をされました︒私も全く同じ意見でござい
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されていましたけれども︑これらの地域が指定さ

東海圏などに加えて沖縄︑新潟が浮上などと報道
ことを心配しています︒

うものがないがしろにされる可能性があるという

ません︑ちょっと長かったですけれども︑自分の

ものを考えていただきたいなと思いました︒済み

記事になるのかが我々も不思議なんでありますし︑

たような事実はございません︒どうしてこういう

拝見いたしましたが︑全くこのようなことを決め

○国務大臣︵新藤義孝君︶ この新聞記事は私も

えますか︒

を緩和することで利益を上げることのできる利害

特別区域会議の構成員︑ここに入る人たちが規制

というのがあると思うんですけれども︑国家戦略

ックコメントなど様々な形で住民が関与する機会

会の関与︑それから審議会︑住民説明会︑パブリ

の関与がないんだろうなと︒基礎自治体では︑議

別委員会で︑これ十分な議論がされたとも言えな

その前に︑今日午前十一時十五分︑衆議院の特

についてお伺いしたいと思います︒

出しました特定秘密保護法案に関する質問主意書

続きまして︑私が十一月十二日︑これ内閣に提

感想です︒申し訳ないです︒

また︑この中には誰がどこを推したとかと書いて

関係者ばかりになるおそれがあるんじゃないかな︑

いと思うんですよね︒けれども︑特定秘密保護法

一番はやっぱり意思決定の中というものに住民

ありますが︑全くそんなことはございません︒こ

このように心配しています︒このままいっちゃっ

案︑強行採決されました︒とんでもなくひどい話

れる可能性があるのかどうか︑大臣︑お聞かせ願

れはこれから決めていくことでございますので︑

たら経済版ＮＳＣみたいな形になっちゃうんじゃ

だと思っています︒参議院に送られてきたら︑是

続きまして⁝⁝︵発言する者あり︶済みません︑

新聞報道は報道でありまして︑私どもとすれば︑

ないかなとも心配しています︒

感想というか︑要望というか︒

きちんとずっと説明をさせていただいております

ねてよろしくお願いいたしますということを伝え

非︑慎重の上にも慎重を重ねて︑慎重な審議を重

したよね︑この話︒これの民間議員︑これになら

たいです︒

国家戦略特別区域諮問会議︑先ほども出てきま

を定めて︑諮問会議の中で地域を絞り込んでまい

れる︑そういううわさがある人材派遣会社パソナ

ように︑この必要な地域︑そしてまずコンセプト
りたいと︑このように考えております︒

の竹中平蔵さん︑これ今回行われる雇用規制なん

この法案を︑スピード感を持って特区推進して

用で期間を最長五年から十年にしようじゃないか

かの話も出てきていますけれども︑これ有期の雇

配付されました︒ところが︑内閣官房から連絡が

先週金曜日︑閣議決定を経て︑昨日︑答弁書︑

そして︑一度︑質問主意書の話に戻らせていた

○山本太郎君 ありがとうございます︒
いきたいというお気持ちは十分伝わってくるんで

という話もありましたよね︒これって明らかに利

だきます︒

すけれども︑たとえこのことに関して時間が掛か

あったんですよね︒答弁書に間違いがあったので

内閣官房に伺います︒答弁書のどこが間違って

害関係者と言ってもおかしくないんじゃないかな
何かそういうところのテンポは速いんですけれ

いたのか︑なぜそのような間違いが起こったのか︑

ったとしても︑住民の意向というものを関与させ
いうのは︑その土地その土地の自治体の長が絡ん

ども︑住民に対する配慮であったりとか︑そうい

再発防止策どうするべきなのか︑お答えいただけ

訂正したいということでした︒

でいるから大丈夫だろうと︑代表しているから大

う人たちがどんどん入ってくるという部分を︑も

ますか︒

と思うんですよね︒

丈夫なんだろうということではなく︑規制緩和だ

っと意向を関与させるような仕組みづくりという

る仕組み︑盛り込んでいただきたいんですね︒と

ったりいろんなことによって地域住民の権利とい
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山本先生から提出いただきました特定秘密の保
事なのかなというような印象を受けました︒秘密

ないかと︑そういう結果から生まれた今回の出来

討作業を行うようにしてまいりたいと考えている

につきましては誤りのないように一層注意深く検

私どもといたしましても︑答弁書の案文の審査

見落としたものでございます︒

護に関する法律案に関する質問主意書に対して︑

指定を都合よく際限なく広げたいという思惑︑そ

ところでございます︒

的に行政機関の長をリストアップしていこうじゃ

本年十一月二十二日付けの答弁書におきまして︑

の危険性というものがはっきりと浮かび上がった

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

特定秘密保護法案における行政機関の長につきま
案件なんじゃないかなと思います︒

続いての質問に行かせていただきます︒

○山本太郎君 ありがとうございます︒

以上でございます︒

して︑本年八月に廃止されました社会保障制度改
革国民会議を誤って記載したものでございます︒

んよ︒

○委員長︵水岡俊一君︶ まだ指名しておりませ

知しています︑質問主意書の答弁書は閣議決定文

○山本太郎君 あっ︑済みません︒

質問主意書の答弁書︑閣議決定文書であると承

本件誤りは︑内閣官房内閣情報調査室職員が同

書であると︒その際︑内閣法制局のチェックを受

改めておわび申し上げます︒
国民会議の廃止の確認を怠ったことにより生じた

ん︒

○山本太郎君 ありがとうございます︒済みませ

○委員長︵水岡俊一君︶ 山本太郎君︒

内閣法制局に伺わせてください︒今回の答弁書

けるというふうに聞いているんですよね︒

いよう︑今後答弁書の作成及び審査に一層の細心

についてどのようにチェックされましたか︒なぜ

ものでございますが︑二度とこのようなことがな
の注意を払い︑また︑本件のように︑関係省庁に

今回の質問主意書︑この第一番目で私は︑本法

案でいう特定秘密の指定権者であり︑特定秘密の

間違いをチェックできなかったのか︑再発防止策
はどうするのか︑お答えください︒

取扱者に対する適性評価の実施者である行政機関

確認可能な事項については︑当該関係省庁に重ね
て確認などをして再発防止に万全を期したいと考

○政府参考人︵林徹君︶ お答えいたします︒

そうしたら︑答弁書︑こんなものが返ってきた

たい︑このように質問しました︒

の長︑これの具体的な役職名︑全て明らかにされ

えております︒

する質問書に対します答弁書の案文につきまして

内閣法制局といたしましては︑所管省庁が作成

○委員長︵水岡俊一君︶ 山本太郎君︑どうぞ︒

は︑法律問題を中心として必要な意見を述べてい

○山本太郎君 ありがとうございます︒
○山本太郎君 失礼しました︒済みません︒

ました︒

ていたということに本当に腰を抜かしそうになり

経たものの中にもう既に閉鎖された機関も含まれ

したところでございますが︑この中に記載をされ

において作成をいたしました答弁書の案文を検討

房の方からお話がございましたように︑内閣官房

お尋ねの答弁書につきましても︑先ほど内閣官

ネットワーク社会推進戦略本部長︑都市再生本部

部長︑地球温暖化対策推進本部長︑高度情報通信

力防災会議︑安全保障会議︑中心市街地活性化本

関の長は︑内閣総理大臣︑内閣法制局長官︑原子

律案︵以下﹁本法案﹂という︒︶における行政機

んですよ︒
﹁お尋ねの特定秘密の保護に関する法

このことなんですけれども︑結局どうしてこう

ておりました社会保障制度改革国民会議が本年八

長︑知的財産戦略本部長︑構造改革特別区域推進

るところでございます︒

いう事態が起こるのかというと︑やっぱり一つ一

月二十一日を限りに廃止されておりましたことを

もう本当にびっくりしたんですよね︒閣議決定

つしっかりと検証していないんだなという︑機械
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消費者庁長官︑総務大臣︑公害等調整委員会︑消

公正取引委員会︑国家公安委員会︑金融庁長官︑

社会保障制度改革国民会議︑人事院︑宮内庁長官︑

宇宙開発戦略本部長︑総合特別区域推進本部長︑

道州制特別区域推進本部長︑総合海洋政策本部長︑

本部長︑地域再生本部長︑郵政民営化推進本部長︑

ですよね︒そうなんです︒

いうふうに疑ってしまうんじゃないかなと思うん

せる下準備ということをしているんじゃないかと

いうのは建前だけで︑都合悪いことはいつでも隠

て本当に安全保障上の問題なのって︒安全保障と

三機関なんですって︒すごい数ですよね︒これっ

た人ももっともっと少なかったはずなんですよ︒

ですけれども︑この情報があれば無駄な被曝をし

も隠されていた︒気象庁だけの判断とは思えない

るべきだと思うんですけれども︑そのようなもの

たりとか︑そのような拡散予測は国民に提供され

したら︑風向きであったりとか放射性物質であっ

委員会︑農林水産大臣︑林野庁長官︑水産庁長官︑

科学大臣︑文化庁長官︑厚生労働大臣︑中央労働

庁長官︑外務大臣︑財務大臣︑国税庁長官︑文部

これ︑風向きとか出すのをやめていますよね︑福

って︒既に二〇一一年の三・一一のとき︑気象庁︑

とが何か言われていましたけど︑それ本当なのか

これ︑原発の事故情報は秘密にしないみたいなこ

の五十三機関からの情報が都合の悪いことは秘密

ない︑そういう人たちにコントロールされて︑こ

かもしれない︑ある力を持った官僚なのかもしれ

一握りの権力者なのかもしれない︑時の政権なの

に︑自分たちにとってというか︑分からないです︑

これだけの五十三機関が本気になって自分たち

経済産業大臣︑資源エネルギー庁長官︑特許庁長

島原発の周辺︑風向風速計が壊れたといってその

とされてしまったならば︑一体どんな世の中にな

この中にも気象庁というものがありましたよね︒

官︑中小企業庁長官︑国土交通大臣︑運輸安全委

風向きを隠した︒どうして隠したと言えるか︒Ｉ

防庁長官︑法務大臣︑公安審査委員会︑公安調査

員会︑観光庁長官︑気象庁長官︑海上保安庁長官︑

う既に秘密保全完璧じゃないですかという心配が

るんでしょうね︒こんな法案を作られる前からも

れだけじゃない︒放射性物質の拡散予測︑国民に

あると思うんですよね︒

ＡＥＡにはその情報を提供し続けていたから︒そ

長官及び会計検査院のほか︑本法案第二条第四号

は発表しなかった放射性物質の拡散予測︑それを

環境大臣︑原子力規制委員会︑防衛大臣︑警察庁
及び第五号の政令で定める機関について︑その機

ＩＡＥＡに提供し続けていたんですよ︒

の問題でしたよね︑これ︑秘密指定されるって︒

これ︑ちょっと待ってくださいと︒安全保障上

あり︶本当にそうなんです︒

いでしょう︒すごい多いですよね︒
︵発言する者

は︑当該機関︶である︒
﹂と書いてあります︒長

二機関︑その中の一つの気象庁という部分を取っ

て間違いだったので︑全五十三機関ではなく五十

度改革国民会議というのはもう既に廃止されてい

ましたからね︑一つ間違いがあった︑社会保障制

五十三機関︑五十二機関︑まあ一つ間違いがあり

道理で︑これだけ多くのもの︑これだけ多くの

うことなんですけれども︒

ち政令で定める予定の行政機関は検察庁のみとい

百一あるんですよね︒この百一ある行政機関のう

てどれぐらいあるのという話なんですけれども︑

これ︑平成二十四年の十月一日現在で行政機関っ

法案第二条第四号及び第五号の政令で定める機関︑

先ほど一番最後に言いましたよね︑最後の︒本

関ごとに政令で定める者︵合議制の機関にあって

じゃ︑観光庁に安全保障上の秘密ってどんなもの

たとしても︑それだけ国民に情報を開示しなかっ

ことでよろしいんでしょうか︒

十二の機関プラス検察庁︑合計五十三機関という

じゃ︑特定秘密保護法案における行政機関︑五

があるんだという話だと思うんですよね︒文化庁

た︒
気象庁は税金で賄われているんですよね︒だと

に安全保障上の秘密って一体どんなことがあるん
だという︑本当に驚きというか︑これ全部で五十
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すかね︒

ことは︑この後も増える可能性というのはありま

っと分からないということなんですけど︑という

するかも分からないって︑取りあえず何でも秘密

ことはあると思うんですよね︒でも︑何を秘密に

ゃならないもの︑国を守るためには必要だという

本当に︑何といいますか︑確実に秘密にしなき

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒
た上で︑第三条第一項に規定する行政機関の長が
○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒

令で定めるものが行政機関となりますが︑これら

御指摘の本法案二条四号の政令及び二条五号の政

規定により行政機関に該当するもののほか︑先生

体的な行政機関につきましては︑本法案第二条の

す︒

めるかどうかを検討していきたいと考えておりま

その検察庁につきましても︑修正案を踏まえて含

おきましては検察庁のみを想定しておりましたが︑

先ほど申し上げましたように︑当初の政府案に

できていると思うんですね︒事故後のＳＰＥＥＤ

ったりという部分に関して︑情報の共有は十分に

す︒

がぷんぷんするというのがすごく怖いと思うんで

にできるようにしちまおうぜというようなにおい

本法案では︑第二条で行政機関について規定し
特定秘密を指定するものと規定しております︒具

政令で定めるものにつきましては︑当初の政府案

○山本太郎君 ありがとうございます︒
僕が聞きたかったのは︑この百一に及ぶ行政機

日後に発表された︑通達された︒日本人には教え

Ｉを思い出してみてください︒アメリカ軍には三

もう既に︑外国であったりとか外国の機関であ

におきましては︑国家行政組織法八条の三の特別
の機関である検察庁のみを想定しておりました︒

関のうち︑この後︑例えば閣議決定だったりいろ

そのことも何日も隠し続けた︒国民には発表しな

しかしながら︑本日の衆議院の国家安全保障特

れども︑お話を二人の間でありましたけれども︑

い放射性物質の拡散予測までＩＡＥＡに渡してい

てくれなかった︒それと同じように︑先ほど言い

が有識者の意見を聴いて政令で定める行政機関の

これが︑この百一に及ぶ行政機関のうちから︑も

た︒もう既に秘密保全もされているし︑外国の機

んなことによって︑この中に含まれる︑今五十二

長を特定秘密の指定権者から除外することとされ

っとその中から秘密を指定できる人というのは増

関︑外国の国との秘密の共有も十分にできている

別委員会で可決された修正案におきましては︑本

ております︒このため︑検察庁について特定秘密

えていく可能性があるかということをちょっとお

じゃないかという話なんですよね︒

ました︑この気象庁の風向き︑福島原発周辺の︑

の指定権者をどのように定めるかを︑現時点では

聞きしたかったんです︒済みません︑通告はない

プラス検察庁ということでお話をしていましたけ

確たることを申し上げることは困難でございます︒

ものなんですけれども︒

法案第三条にただし書が追加され︑内閣総理大臣

○山本太郎君 なるほど︑困難ということですけ

○政府参考人︵鈴木良之君︶ お答えします︒
本法案二条四号の政令及び二条五号の政令で定

掛けて皆さんで審議していただけるように︑本当

本当に︑この法案︑何とか慎重に慎重に時間を

れども︑じゃ︑この後も増え続ける可能性もある
ということですよね︒今決めることは困難︑今は

める行政機関としては︑政府案の決定時におきま

ただきます︒

にお願いいたします︒

っきりした数は分からないよということをおっし

しては︑現時点におきましては検察庁のみを想定

○委員長︵水岡俊一君︶ 本日の質疑はこの程度

ありがとうございました︒質問を終わらせてい

ゃったと思うんですよ︒

しております︒

にとどめ︑これにて散会いたします︒

今︑五十二プラス検察庁ということで五十三で

○山本太郎君 ありがとうございます︒

すかという話をしたんですけれども︑そこはちょ
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