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地域再生法の一部を改正する法律 
（平成28年４月20日法律第30号） 

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 
（平成28年６月３日法律第55号） 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 地域再生法の一部を改正する法律は、2016年２月５日に第190回国会に提出されたもの

である。同年３月15日、衆議院地方創生に関する特別委員会に付託され、３月28日には衆

議院を賛成多数で可決（賛成会派：自由民主党、公明党、おおさか維新の会、改革結集の

会、反対会派：民主・維新・無所属クラブ、日本共産党、生活の党と山本太郎となかまた

ち、社会民主党・市民連合）し、３月30日、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会

に付託され４月８日の修正を経て４月20日に参議院において可決（賛成会派：自由民主党、

公明党、おおさか維新の会、日本の心を大切にする党、新党改革・無所属の会、反対会

派：民進党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、生活の党と山本太郎となか

またち）して、４月20日に公布されたものである（同日施行)(１)。 

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律は、2016年３月11日に第190回国会に提出さ

れたものである。同年４月14日、衆議院地方創生に関する特別委員会に付託され、４月28

日には衆議院を賛成多数で可決（賛成会派：自由民主党、公明党、おおさか維新の会、反

対会派：民進党・無所属クラブ、日本共産党、生活の党と山本太郎となかまたち、社会民

主党・市民連合）し、５月11日に参議院内閣委員会に付託され、５月27日に参議院を賛成

多数で可決（賛成会派：自由民主党、公明党、おおさか維新の会、日本を元気にする会・

無所属会、日本のこころを大切にする党、無所属クラブ、新党改革・無所属の会、反対会

派：民主党・新緑風会、日本共産党、社会民主党・護憲連合、生活の党と山本太郎となか

                                                                                 

(１) 参議院における押しボタン投票の結果、会派内の賛否が不統一の場合は、いずれにも記載し

ていない。 
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図表１ 地方創生推進交付金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣官房「国会提出法案 第190回 通常国会 地域再生法の一部を改正する法律案 概

要」より抜粋。 
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またち）して、６月３日に公布されたものである（施行は９月１日）。 

 本稿の課題は、これらの法律改正の概要や可決に至る過程での論点、地方自治体への影

響等を整理することを主たるものとする。両法は、政府が推進しようとしている「地方創

生」の施策とも密接な関連を持つ。両法を一括して取り扱うことによりこの施策との関連

の整理も併せて試みたい。 

 

 

 1. 本法改正の概要 
 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   先述の通り、地域再生法は、地方創生の施策展開に歩調を合わせるかのように改正

が重ねられてきた(２)。本法改正においても、提出時の理由に「地域の活力の再生を

総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措

置として、まち・ひと・しごと創生交付金の交付、まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業に係る課税の特例並びに生涯活躍のまち形成事業計画の作成及びこれに基づく介

護保険の事業者の指定等の手続きの特例等を追加する等の措置を講ずる必要がある。」

とあることから明らかなように地方創生関連施策の実施等のための改正である。 

   まず、まち・ひと・しごと創生交付金（地方創生推進交付金）から見てみよう（図

表１）。 

   端的に言うと、都道府県や市町村（特別区を含む）が策定する「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」（以下、地方版総合戦略と呼ぶ。）に位置づけられた事業について、

当該地方自治体の地域再生計画を作成するにあたりそれらの事業を掲げ、内閣総理大

臣の認定を受けたものに対してまち・ひと・しごと創生交付金を交付できることとし

たものである。 

   要綱によれば、地域再生計画に記載することができる事項として、地方版総合戦略

に定められた事業であって、「地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体

との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果

的に行われるものその他の先導的なものに関するもの」としている。 

                                                                                 

(２) 法改正の経緯に関しては、谷口健二郎「地域再生法の一部を改正する法律」『法令解説資料

総覧』417号を参照されたい。 
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図表１ 地方創生推進交付金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣官房「国会提出法案 第190回 通常国会 地域再生法の一部を改正する法律案 概

要」より抜粋。 
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表１）。 

   端的に言うと、都道府県や市町村（特別区を含む）が策定する「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」（以下、地方版総合戦略と呼ぶ。）に位置づけられた事業について、

当該地方自治体の地域再生計画を作成するにあたりそれらの事業を掲げ、内閣総理大

臣の認定を受けたものに対してまち・ひと・しごと創生交付金を交付できることとし

たものである。 

   要綱によれば、地域再生計画に記載することができる事項として、地方版総合戦略

に定められた事業であって、「地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体

との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果

的に行われるものその他の先導的なものに関するもの」としている。 

                                                                                 

(２) 法改正の経緯に関しては、谷口健二郎「地域再生法の一部を改正する法律」『法令解説資料

総覧』417号を参照されたい。 
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図表２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。  
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   そのうえで、就業の機会の創出等に資する事業と地域における就業の機会の創出等

のための基盤となる施設の整備に関する事業とが掲げられている。一連の地方創生関

連交付金はソフト事業を中心とするものであったが、地方創生加速化交付金ではソフ

ト事業と密接な関係にあるハード事業についても対象とし、この地方創生推進交付金

においても対象となるハード事業が示されるなど地方自治体の使い勝手に配慮した対

応がなされたものと思われる。 

   次に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例について触れておこ

う（図表２）。これは、一般に「企業版ふるさと納税」と呼ばれているものである。

地方版総合戦略に位置づけられた事業について企業から寄附を受けて事業を行う場合、

当該企業の法人住民税、法人税、法人事業税について負担軽減措置が講じられる。寄

附額の３割に相当する額を税額控除する制度を創設することによって、現行の損金算

入による経済効果とあわせて、寄附額の約６割の負担が軽減されることとなる。 

   ただし、対象となる寄附には、寄附額の下限が10万円であること、本社が所在する

地方公共団体への寄附は対象外であること、寄附の代償として経済的利益を伴わない

ものであること、等の要件が定められている。 

   概要の３点目として、生涯活躍のまちについて触れておく（図表３）。かつて、日

本版ＣＣＲＣという名称が強調されていたところであったが、提出時法律案の要綱等

からはこのような表現は取り去られている。 

   地域再生計画に記載できる事項として生涯活躍のまち形成地域における事業を追加

するものであるが、ここでいう「生涯活躍のまち形成地域」とは、「人口及び地域経

済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍で

きる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図

ることが適当と認められる地域」（要綱より引用）を指す。生涯活躍のまち（日本版

ＣＣＲＣ）は、地方創生において密接な施策として取り上げられており、地方創生先

行型交付金が、笠間市、南魚沼市、都留市、長崎県においてそれぞれ当該事業に活用

されている。 
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図表２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。  
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作放棄地に対する課題としていずれも重要なものである。さらに、今や地方創生の

「上位概念」として登場した感のある「一億総活躍」の観点からも重要である、医療

イノベーションの課題や障がい者雇用の課題なども、同じ要綱第一に掲げられている。 

   内容について、もう少し整理しておこう（図表４）。 

   まず、医療イノベーションの推進などに関連して、テレビ電話による服薬指導の特

例や革新的な医療機器の開発迅速化、障がい者雇用率の算定特例の拡充が、観光客を

含めた外国人の受入れなどに関連して、過疎地等での自家用自動車の活用拡大、クー

ルジャパン外国人材の受入促進、民間と連携した出入国手続き等の迅速化が、それぞ

れ盛り込まれている。また、農業の競争力強化などとして、企業による農地取得の特

例が盛り込まれている。このほか、課税の特例についても定められている。 

   これらのうち、道路運送法の特例については、過疎地域等をその区域とし、主とし

て観光客の移動手段として行われる国家特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定 

 

図表４ 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣府「国会提出法案 第190回 通常国会 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律

案 概要｣ 
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図表３ 「生涯活躍のまち」制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正の提出理由は、「産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の

形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬

剤沿革指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する

法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する

必要がある。」というものである(３)。 

   これだけを取り出すと、あまり、地方創生との関連が見いだせない。しかし、要綱

第一に掲げられている道路運送法の特例や農地法等の特例は、それぞれ、インバウン

ド（外国人が訪ねてくる旅行）を含めた観光に関する施策や農業の企業参入を含む耕

                                                                                 

(３) 国家戦略特別区域法の制定、これまでの改正の経緯等については、永渕智大「国家戦略特区

の新たな規制の特例を追加」『時の法令』第2013号を参照されたい。 
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(３) 国家戦略特別区域法の制定、これまでの改正の経緯等については、永渕智大「国家戦略特区

の新たな規制の特例を追加」『時の法令』第2013号を参照されたい。 
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   また、第19条については、農業委員会ではなく市町村が判断を行えることになって

いるが、今回改正では判断を行う主体は農業委員会である。 

 

 

 2. 審議の経過等 
 

 各法律案について、今回改正にあたり国会において論点となった主な部分を以下に引用

する。地域再生法の今回改正にあたり、石破地方創生担当大臣が前回改正の提案理由を衆

議院委員会で読み上げてしまうというハプニングが起こり、そのことについても大いに批

判が展開されたが、今回改正とは無関係であるため、当然、それらは割愛する。 

 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   交付金について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号 2016年３月17日 

   質問者：佐々木隆博氏（民主党） 

    「先駆的、既存事業の隘路を打開、先駆的で優良事例の横展開などとしているわ

けですね、この交付金を交付するに当たって。これも先ほどと同じでちょっと気に

なるんですが、先駆性とか優良事例とかというものが余り強く打ち出されると、俗

に言われるトップランナー方式とかインセンティブ方式とかいう表現がされるんで

すが、そこにだけこのお金を集中するんですかと。 

    要するに、地方はみんな、頑張っていない地方自治体なんかないわけで、国の側

から見て優劣があったとしても、地方自治体はそれぞれに頑張っているわけです。

そこを先駆的だとかなんとかというふうに色分けをもしされるとすれば、それは地

方にとってはせっかくの期待を裏切られることになるわけで、この交付金のこれか

らの交付に当たってその辺の考え方があればお聞かせください。」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「これは、何をもって先駆というかというお話でございます。 

    私どもがそこにおいて重視をしているのは、先ほどのお答えと重複して恐縮です

が、各省庁の補助金が何となくハードルが高いので、だったらこの自由に使えるお

金ということであれば、それはその補助金の方でいってくださいというお話なわけ

でございますね。 

 

－ 8 － 

 

  めた区域計画が認定された場合、道路運送法第78条第２号に規定する自家用有償旅客

運送とみなすものである。 

   道路運送法78条においては、「自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。

以下同じ。）は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」と

規定されており、第２号では、「市町村（特別区を含む。以下この号において同

じ。）、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定

非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区

域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自家用有償旅客

運送」という。）を行うとき。」としている。区域の認定を受けることで、有償運送

をより円滑に開始できるようになるものと思われる。 

   次に、農地法上の特例について概観しておこう。 

   これは、特別区域内において法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会の許

可に関する規制を緩和するものである。農地法第３条では、第１項で農地の所有権の

移転等に際し、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない旨を、第２項では、

農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会は第１項の

許可ができない旨を規定している。 

   農地法の特例については、すでに国家戦略特別区域法第19条に定めが存在している。

ここで規定されている事業は、農地等効率的利用促進事業と称し、当該事業により農

地の賃貸借や売買を行う場合は、農業委員会に代わり市町村が申請を受け付け、許可

の判断等を行うものである。 

   農地等効率的利用促進事業は、農業者のほか農地所有適格法人等も対象となるが、

一般企業等が事業を実施しようとする場合、農地については、解除条件付き貸借（使

用貸借・賃貸借に限る）しか認められず、取得することができない。 

   今回改正により新設される第18条に規定される法人農地取得事業においては、その

対象を国家戦略特別区域内において農業経営を行おうとする法人と規定しつつ、農地

法第２条第３項に規定する農地所有適格法人は除外している。 

   すなわち、これまで認めてこなかった法人に対して農地取得の道を開いたのが今回

改正である。ただし、農地取得事業は、本法律の施行日から起算して５年を経過する

日までの間という期限が区切られていること、農地等の不適正な利用があった場合に

は地方公共団体に所有権を移転する旨の契約を締結している等の要件を課しているこ

と等、一定の制限が設けられている。 
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   また、第19条については、農業委員会ではなく市町村が判断を行えることになって

いるが、今回改正では判断を行う主体は農業委員会である。 

 

 

 2. 審議の経過等 
 

 各法律案について、今回改正にあたり国会において論点となった主な部分を以下に引用

する。地域再生法の今回改正にあたり、石破地方創生担当大臣が前回改正の提案理由を衆

議院委員会で読み上げてしまうというハプニングが起こり、そのことについても大いに批

判が展開されたが、今回改正とは無関係であるため、当然、それらは割愛する。 

 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   交付金について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号 2016年３月17日 

   質問者：佐々木隆博氏（民主党） 

    「先駆的、既存事業の隘路を打開、先駆的で優良事例の横展開などとしているわ

けですね、この交付金を交付するに当たって。これも先ほどと同じでちょっと気に

なるんですが、先駆性とか優良事例とかというものが余り強く打ち出されると、俗

に言われるトップランナー方式とかインセンティブ方式とかいう表現がされるんで

すが、そこにだけこのお金を集中するんですかと。 

    要するに、地方はみんな、頑張っていない地方自治体なんかないわけで、国の側

から見て優劣があったとしても、地方自治体はそれぞれに頑張っているわけです。

そこを先駆的だとかなんとかというふうに色分けをもしされるとすれば、それは地

方にとってはせっかくの期待を裏切られることになるわけで、この交付金のこれか

らの交付に当たってその辺の考え方があればお聞かせください。」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「これは、何をもって先駆というかというお話でございます。 

    私どもがそこにおいて重視をしているのは、先ほどのお答えと重複して恐縮です

が、各省庁の補助金が何となくハードルが高いので、だったらこの自由に使えるお

金ということであれば、それはその補助金の方でいってくださいというお話なわけ

でございますね。 
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  めた区域計画が認定された場合、道路運送法第78条第２号に規定する自家用有償旅客

運送とみなすものである。 

   道路運送法78条においては、「自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。

以下同じ。）は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」と

規定されており、第２号では、「市町村（特別区を含む。以下この号において同

じ。）、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定

非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区

域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自家用有償旅客

運送」という。）を行うとき。」としている。区域の認定を受けることで、有償運送

をより円滑に開始できるようになるものと思われる。 

   次に、農地法上の特例について概観しておこう。 

   これは、特別区域内において法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会の許

可に関する規制を緩和するものである。農地法第３条では、第１項で農地の所有権の

移転等に際し、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない旨を、第２項では、

農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会は第１項の

許可ができない旨を規定している。 

   農地法の特例については、すでに国家戦略特別区域法第19条に定めが存在している。

ここで規定されている事業は、農地等効率的利用促進事業と称し、当該事業により農

地の賃貸借や売買を行う場合は、農業委員会に代わり市町村が申請を受け付け、許可

の判断等を行うものである。 

   農地等効率的利用促進事業は、農業者のほか農地所有適格法人等も対象となるが、

一般企業等が事業を実施しようとする場合、農地については、解除条件付き貸借（使

用貸借・賃貸借に限る）しか認められず、取得することができない。 

   今回改正により新設される第18条に規定される法人農地取得事業においては、その

対象を国家戦略特別区域内において農業経営を行おうとする法人と規定しつつ、農地

法第２条第３項に規定する農地所有適格法人は除外している。 

   すなわち、これまで認めてこなかった法人に対して農地取得の道を開いたのが今回

改正である。ただし、農地取得事業は、本法律の施行日から起算して５年を経過する

日までの間という期限が区切られていること、農地等の不適正な利用があった場合に

は地方公共団体に所有権を移転する旨の契約を締結している等の要件を課しているこ

と等、一定の制限が設けられている。 

－ 45 －



 

－ 11 － 

 

継続的に支援するということから、複数年度対応で法律補助に位置づけて、今回改

正法案を提出しているというものでございます。 

    二点目でございますけれども、……（以下略）。」 

    このほか、宮本岳志氏（日本共産党）からは、会計検査院の調査において、地域

再生計画の半数も公表されておらず、そのうちの３分の１は公表の必要なしとの回

答が寄せられており、「内閣府は、地方公共団体に対して、地域のニーズを十分把

握するとともに、地方公共団体間の調整及び連携を十分に図った上で地域再生計画

の認定を申請するよう助言する。また、認定地方公共団体に対して、認定地域再生

計画については、適時に公表することが望ましいことを助言する。」と会計検査院

が指摘していることを質した（衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号）。 

   企業版ふるさと納税について  

   衆議院本会議 第５号 2016年３月16日 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税についてお伺いをい

たします。 

    企業が好きな自治体に寄附をすれば、寄附金額の三割相当額を税額控除され、既

存の制度と合わせ、寄附額の六割分の税が軽減されるといいます。寄附を受ける自

治体にとってはありがたい話ですが、一方で税収を失う自治体も出てくることは見

逃せません。 

    今回の仕組みでは、石破大臣の地元鳥取県や私の地元群馬県の小さな町村から首

都圏の自治体に税収が移転することも起こり得ます。地方の財政力の弱い自治体に

とっては、まさに村の存亡にかかわる一大事であります。 

    石破大臣、この減収分はどうやって補填するんでしょうか。それとも放っておく

んでしょうか。 

    （中略）経済的利益を伴う寄附は今回の制度の対象外とされておりますが、水面

下で補助金や税制上の優遇などの便宜を図ることは十分予想されます。また、企業

側から自治体に、工場への接続道路を建設してくれとか、社長を名誉村民にしてく

れとか、市立大学の名誉博士号をくれとか、そういう要求があるかもしれません。 

    石破大臣、これらの便宜供与をどうやって防ぎますか。それとも認めるのでしょ

うか。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 
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    この先駆性とかいう言葉は、要は地域間連携が図られているだろうか、あるいは

政策間連携、一つの政策に特化することなく幾つかの政策にまたがることによって

仕事をつくり、雇用を創出することになるかどうか、そして、役所の中だけで考え

ても仕方がないので、民間との連携がきちんと図られているかということを一つの

判断の基準といたしております。 

    ですから、政策間連携はいろいろな政策がございましょう、組み合わせが。ある

いは地域だって、どこの地域と連携するか、必ずしも隣接していなければいけない

というものでもございません。官民連携は当然のことでございます、そうでないと

事業として持続可能性がかなり乏しくなりますので。 

    そのあたりを判断基準といたしておるものでございまして、何か先駆というと、

非常に光り輝いて真っ先を走っているというようなイメージもございますが、その

ようなことをお願いしているわけではございません。」 

   質問者：福田昭夫（民主党） 

    「まず一つ目ですけれども、地方創生先行型交付金と地方創生加速化交付金と地

方創生推進交付金の違いと、それぞれどのような効果を期待しているのかお答えく

ださい。 

    そして二つ目は、……（以下略）。」 

   答弁者：末宗徹郎（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方

創生推進室次長） 

    「まず、第一点目の地方創生先行型交付金と加速化交付金と地方創生推進交付金

の違いについてでございますが、基本思想としましては、先行型交付金の上乗せ分

以降でございますけれども、一つ目は、成果指標とＰＤＣＡサイクルを確立させる

こと、二つ目には、地方の自主性、主体性を尊重すること、三点目には、官民協働、

地域間連携、政策間連携という観点からの先駆性のある取り組みというところは共

通をしてございます。 

    違いという意味では、まず、加速化交付金は、補正で一億総活躍社会の実現に向

けた緊急対策ということでございますので、仕事の創生に重点を置いて、なおかつ、

上乗せ交付から、さらに先駆的な取り組みを裾野を広げてレベルアップを図るとい

うところが主眼でございました。 

    新しい地方創生推進交付金につきましては、補正ではなくて本予算に位置づけを

してほしいという地方の要望を踏まえたものでございまして、なおかつ、安定的、
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継続的に支援するということから、複数年度対応で法律補助に位置づけて、今回改

正法案を提出しているというものでございます。 

    二点目でございますけれども、……（以下略）。」 

    このほか、宮本岳志氏（日本共産党）からは、会計検査院の調査において、地域

再生計画の半数も公表されておらず、そのうちの３分の１は公表の必要なしとの回

答が寄せられており、「内閣府は、地方公共団体に対して、地域のニーズを十分把

握するとともに、地方公共団体間の調整及び連携を十分に図った上で地域再生計画

の認定を申請するよう助言する。また、認定地方公共団体に対して、認定地域再生

計画については、適時に公表することが望ましいことを助言する。」と会計検査院

が指摘していることを質した（衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号）。 

   企業版ふるさと納税について  

   衆議院本会議 第５号 2016年３月16日 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税についてお伺いをい

たします。 

    企業が好きな自治体に寄附をすれば、寄附金額の三割相当額を税額控除され、既

存の制度と合わせ、寄附額の六割分の税が軽減されるといいます。寄附を受ける自

治体にとってはありがたい話ですが、一方で税収を失う自治体も出てくることは見

逃せません。 

    今回の仕組みでは、石破大臣の地元鳥取県や私の地元群馬県の小さな町村から首

都圏の自治体に税収が移転することも起こり得ます。地方の財政力の弱い自治体に

とっては、まさに村の存亡にかかわる一大事であります。 

    石破大臣、この減収分はどうやって補填するんでしょうか。それとも放っておく

んでしょうか。 

    （中略）経済的利益を伴う寄附は今回の制度の対象外とされておりますが、水面

下で補助金や税制上の優遇などの便宜を図ることは十分予想されます。また、企業

側から自治体に、工場への接続道路を建設してくれとか、社長を名誉村民にしてく

れとか、市立大学の名誉博士号をくれとか、そういう要求があるかもしれません。 

    石破大臣、これらの便宜供与をどうやって防ぎますか。それとも認めるのでしょ

うか。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 
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    この先駆性とかいう言葉は、要は地域間連携が図られているだろうか、あるいは

政策間連携、一つの政策に特化することなく幾つかの政策にまたがることによって

仕事をつくり、雇用を創出することになるかどうか、そして、役所の中だけで考え

ても仕方がないので、民間との連携がきちんと図られているかということを一つの

判断の基準といたしております。 

    ですから、政策間連携はいろいろな政策がございましょう、組み合わせが。ある

いは地域だって、どこの地域と連携するか、必ずしも隣接していなければいけない

というものでもございません。官民連携は当然のことでございます、そうでないと

事業として持続可能性がかなり乏しくなりますので。 

    そのあたりを判断基準といたしておるものでございまして、何か先駆というと、

非常に光り輝いて真っ先を走っているというようなイメージもございますが、その

ようなことをお願いしているわけではございません。」 

   質問者：福田昭夫（民主党） 

    「まず一つ目ですけれども、地方創生先行型交付金と地方創生加速化交付金と地

方創生推進交付金の違いと、それぞれどのような効果を期待しているのかお答えく

ださい。 

    そして二つ目は、……（以下略）。」 

   答弁者：末宗徹郎（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方

創生推進室次長） 

    「まず、第一点目の地方創生先行型交付金と加速化交付金と地方創生推進交付金

の違いについてでございますが、基本思想としましては、先行型交付金の上乗せ分

以降でございますけれども、一つ目は、成果指標とＰＤＣＡサイクルを確立させる

こと、二つ目には、地方の自主性、主体性を尊重すること、三点目には、官民協働、

地域間連携、政策間連携という観点からの先駆性のある取り組みというところは共

通をしてございます。 

    違いという意味では、まず、加速化交付金は、補正で一億総活躍社会の実現に向

けた緊急対策ということでございますので、仕事の創生に重点を置いて、なおかつ、

上乗せ交付から、さらに先駆的な取り組みを裾野を広げてレベルアップを図るとい

うところが主眼でございました。 

    新しい地方創生推進交付金につきましては、補正ではなくて本予算に位置づけを

してほしいという地方の要望を踏まえたものでございまして、なおかつ、安定的、
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進するには、実施の効果を見つつ、そのインセンティブとなる税制上の特例措置や

財政上の特例措置を追加していくなど、さらなる制度の拡充を検討していくべきで

あると考えます。石破大臣の答弁を求めます。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「（前略）生涯活躍のまち構想は、中高年齢者が希望に応じて地方や町中に移り

住み、多世代の地域住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要な

医療、介護を受けることができるコミュニティーづくりを目指す新しい取り組みで

あります。それぞれの地方公共団体において、創意工夫により、生涯活躍のまちの

具体化を図っていただきたいと考えております。 

    こうした地方公共団体の取り組みを支援いたしますため、今般の改正法案におき

まして、地方公共団体が策定する地域再生計画に生涯活躍のまち形成事業を位置づ

けました上で、事業者による手続の簡素化を行うことといたしております。 

    これとあわせまして、政府といたしましては、手引の作成などの情報支援、関係

府省から成ります生涯活躍のまち形成支援チームによる人的支援、既存の税制、財

政上の措置に加え、地方創生推進交付金によります先駆的な取り組みに対する財政

支援などの支援を行うことといたしております。 

    制度の拡充を含めたさらなる支援策につきましては、構想の具体化の過程で、生

涯活躍のまち形成支援チーム等の場におきまして課題や隘路を明らかにし、関係省

庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。」 

    なお、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会第６号（2016年４月６日）に

地域再生法の一部を改正する法律に関して修正案が提起されている。すなわち、施

行日を当初案の４月１日から「公布の日」とするものである。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正については、石破担当大臣から「（前略）第一に、道路運送法の特例とし

て、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相

互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できることといたしてお

ります。 

   第二に、農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農

業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することが
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    「（前略）続いて、地方創生応援税制による減収についてのお尋ねをいただきま

した。 

    地方創生応援税制は、地方交付税の不交付団体である東京都、三大都市圏の既成

市街地などに所在する不交付団体である市区町村を対象外とするなど、主として財

政力が弱く人口減少が著しい地方公共団体を支援することを狙いといたしておりま

す。 

    全国の地方公共団体が本制度を活用することにより、財政力の弱い地方圏の小規

模団体について税収が減ることも起こり得ますが、企業の本社は大都市に集中して

立地しておりますことから、主として大都市圏における減収が大きくなることと想

定をいたしております。 

    本税制による控除額は、法人住民税及び法人事業税の税額の二割を限度としてお

り、また、減収額は地方交付税の基準財政収入額に反映されますことから、交付税

の交付団体にあっては、自団体に所在する企業がほかの地方公共団体の地方創生事

業に寄附をしたとしても大きな減収にならないよう措置をいたしておるものであり

ます。 

    続いて、地方創生応援税制の見返りについてのお尋ねがございました。 

    地方創生応援税制は、志のある企業に寄附という形で地方創生プロジェクトを応

援していただくための措置でありますので、企業が寄附の見返りを要求するという

認識には立っておりませんが、お尋ねの補助金や税制上の優遇などの便宜、自社工

場への接続道路の建設などにつきましては、企業に対する経済的な利益と考えられ、

こうした寄附の代償として経済的な利益を供与する行為は不適切と考えております

ので、内閣府令においてこうした行為を禁ずる規定を置くことといたしております。

（以下略）」 

   生涯活躍のまちについて  

   衆議院本会議 第16号 2016年３月15日 

   質問者：中川康洋氏（公明党） 

    「（前略）今回の地域再生法改正の目玉の一つが、この生涯活躍のまちの制度化

であることは間違いありません。しかし、その改正内容を見ると、例えば職業安定

法、老人福祉法、介護保険法など、関係する法律の事務手続の緩和措置にとどまっ

ております。 

    中高年齢者の移住促進など、地方自治体における生涯活躍のまち制度の導入を促
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進するには、実施の効果を見つつ、そのインセンティブとなる税制上の特例措置や

財政上の特例措置を追加していくなど、さらなる制度の拡充を検討していくべきで

あると考えます。石破大臣の答弁を求めます。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「（前略）生涯活躍のまち構想は、中高年齢者が希望に応じて地方や町中に移り

住み、多世代の地域住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要な

医療、介護を受けることができるコミュニティーづくりを目指す新しい取り組みで

あります。それぞれの地方公共団体において、創意工夫により、生涯活躍のまちの

具体化を図っていただきたいと考えております。 

    こうした地方公共団体の取り組みを支援いたしますため、今般の改正法案におき

まして、地方公共団体が策定する地域再生計画に生涯活躍のまち形成事業を位置づ

けました上で、事業者による手続の簡素化を行うことといたしております。 

    これとあわせまして、政府といたしましては、手引の作成などの情報支援、関係

府省から成ります生涯活躍のまち形成支援チームによる人的支援、既存の税制、財

政上の措置に加え、地方創生推進交付金によります先駆的な取り組みに対する財政

支援などの支援を行うことといたしております。 

    制度の拡充を含めたさらなる支援策につきましては、構想の具体化の過程で、生

涯活躍のまち形成支援チーム等の場におきまして課題や隘路を明らかにし、関係省

庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。」 

    なお、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会第６号（2016年４月６日）に

地域再生法の一部を改正する法律に関して修正案が提起されている。すなわち、施

行日を当初案の４月１日から「公布の日」とするものである。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正については、石破担当大臣から「（前略）第一に、道路運送法の特例とし

て、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相

互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できることといたしてお

ります。 

   第二に、農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農

業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することが
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    「（前略）続いて、地方創生応援税制による減収についてのお尋ねをいただきま

した。 

    地方創生応援税制は、地方交付税の不交付団体である東京都、三大都市圏の既成

市街地などに所在する不交付団体である市区町村を対象外とするなど、主として財

政力が弱く人口減少が著しい地方公共団体を支援することを狙いといたしておりま

す。 

    全国の地方公共団体が本制度を活用することにより、財政力の弱い地方圏の小規

模団体について税収が減ることも起こり得ますが、企業の本社は大都市に集中して

立地しておりますことから、主として大都市圏における減収が大きくなることと想

定をいたしております。 

    本税制による控除額は、法人住民税及び法人事業税の税額の二割を限度としてお

り、また、減収額は地方交付税の基準財政収入額に反映されますことから、交付税

の交付団体にあっては、自団体に所在する企業がほかの地方公共団体の地方創生事

業に寄附をしたとしても大きな減収にならないよう措置をいたしておるものであり

ます。 

    続いて、地方創生応援税制の見返りについてのお尋ねがございました。 

    地方創生応援税制は、志のある企業に寄附という形で地方創生プロジェクトを応

援していただくための措置でありますので、企業が寄附の見返りを要求するという

認識には立っておりませんが、お尋ねの補助金や税制上の優遇などの便宜、自社工

場への接続道路の建設などにつきましては、企業に対する経済的な利益と考えられ、

こうした寄附の代償として経済的な利益を供与する行為は不適切と考えております

ので、内閣府令においてこうした行為を禁ずる規定を置くことといたしております。

（以下略）」 

   生涯活躍のまちについて  

   衆議院本会議 第16号 2016年３月15日 

   質問者：中川康洋氏（公明党） 

    「（前略）今回の地域再生法改正の目玉の一つが、この生涯活躍のまちの制度化

であることは間違いありません。しかし、その改正内容を見ると、例えば職業安定

法、老人福祉法、介護保険法など、関係する法律の事務手続の緩和措置にとどまっ

ております。 

    中高年齢者の移住促進など、地方自治体における生涯活躍のまち制度の導入を促
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需要を満たすというような意見をお持ちの方も一部にはいるようであります。これ

を踏まえて質問いたします。 

    今回の制度は、交通空白地域を埋めるためということで言われておりますが、全

国でこの交通空白地域というのに該当するような地域というのは、特区以外も含め

てどの程度あるのか、どの程度の場所がいわゆる過疎地などの交通空白地域と言え

るのかということについてお伺いをしたい。 

    そして、今回の解禁を突破口として、これを全国的に全面解禁するという可能性

はないのかどうか。ないならないで、断言していただきたいと思います。宮内国土

交通大臣政務官、よろしくお願いいたします。」 

   答弁者：宮内秀樹氏（国土交通大臣政務官） 

    「今回、特例措置として新たに導入をしようとしております自家用自動車の活用

拡大につきましては、一つの市町村の区域内における訪日外国人を初めとする観光

客等の輸送を主な目的とする有償運送を、安全の確保、利用者の保護等を十分に

図った上で、自家用車により行おうとするものであります。 

    この特例につきましては、法文上、バスやタクシー事業によることが困難である

場合に限って認められるということとされております。よって、この特例における

事業は、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域においてのみ行われるものと考

えております。この特例が認められる地域の数をあらかじめ定めるというような性

格のものではないというふうに考えております。 

    このように、今回の特例は、バスやタクシー事業によるところが困難である場合

に限って認められるということとされておることから、全国どこでも適用が認めら

れるということにはなりません。」 

   宮崎氏 

    「（前略）今法案の結果を見て、当然、これを社会実験として、この結果を見て

次の展開を考えるということなんでしょうから、あるんじゃないですかということ

も伺っておりますし、そういうこともあり得るんだから、では、どれぐらいの地域

が全国で対象になるんですか、今回の基準を満たすというような地域はどれぐらい

あるんですか、バスやタクシーを利用できないような地域はどれぐらいあるんです

か、こういうことを聞いているんですが、もう一度、端的にお願いできますか。」 

   宮内氏 

    「先ほど申し上げましたように、不便な地域、過疎地域、それに限ってのことで
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できることといたしております。 

   第三に、障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が

可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責

任事業組合を追加することといたしております。 

   第四に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特

例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を

行うことができることといたしております。 

   第五に、外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港ま

たは港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために

必要な施策を講ずることといたしております。 

   第六に、革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨

床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うこと

としております。 

   第七に、アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図

るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機

会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途とし

て検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。（以下略）」との概要

説明があったが、これに対し宮崎岳志氏（民主党）は、「今回の特区法案には、大き

く三つのセンシブルな論点があるだろうというふうに思っております。一点は、株式

会社の農地保有です。次に、自家用自動車による観光客らの有償運送です。三つ目に、

いわゆる薬剤師による遠隔での服薬指導であります。」との認識が示されている。こ

こでは、さらに、道路運送法の特例と、農地法の特例に絞って、主な論点を提示する。 

   道路運送法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）自家用自動車による観光客らの有償運送についてであります。 

    これも冒頭述べたとおり、アリの一穴として用意された規制改革会議や産業競争

力会議での論点を出発点として、ある意味、全国的に展開するということを視野に

入れたものと言わざるを得ない。 

    ライドシェアというものが非常に話題になりましたけれども、政府の中にも、こ

ういうライドシェアをやって東京オリンピック・パラリンピックの外国人観光客の
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需要を満たすというような意見をお持ちの方も一部にはいるようであります。これ

を踏まえて質問いたします。 

    今回の制度は、交通空白地域を埋めるためということで言われておりますが、全

国でこの交通空白地域というのに該当するような地域というのは、特区以外も含め

てどの程度あるのか、どの程度の場所がいわゆる過疎地などの交通空白地域と言え

るのかということについてお伺いをしたい。 

    そして、今回の解禁を突破口として、これを全国的に全面解禁するという可能性

はないのかどうか。ないならないで、断言していただきたいと思います。宮内国土

交通大臣政務官、よろしくお願いいたします。」 

   答弁者：宮内秀樹氏（国土交通大臣政務官） 

    「今回、特例措置として新たに導入をしようとしております自家用自動車の活用

拡大につきましては、一つの市町村の区域内における訪日外国人を初めとする観光

客等の輸送を主な目的とする有償運送を、安全の確保、利用者の保護等を十分に

図った上で、自家用車により行おうとするものであります。 

    この特例につきましては、法文上、バスやタクシー事業によることが困難である

場合に限って認められるということとされております。よって、この特例における

事業は、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域においてのみ行われるものと考

えております。この特例が認められる地域の数をあらかじめ定めるというような性

格のものではないというふうに考えております。 

    このように、今回の特例は、バスやタクシー事業によるところが困難である場合

に限って認められるということとされておることから、全国どこでも適用が認めら

れるということにはなりません。」 

   宮崎氏 

    「（前略）今法案の結果を見て、当然、これを社会実験として、この結果を見て

次の展開を考えるということなんでしょうから、あるんじゃないですかということ
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か、こういうことを聞いているんですが、もう一度、端的にお願いできますか。」 

   宮内氏 

    「先ほど申し上げましたように、不便な地域、過疎地域、それに限ってのことで
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できることといたしております。 

   第三に、障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が

可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責

任事業組合を追加することといたしております。 

   第四に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特

例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を

行うことができることといたしております。 

   第五に、外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港ま

たは港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために

必要な施策を講ずることといたしております。 

   第六に、革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨

床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うこと

としております。 

   第七に、アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図

るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機

会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途とし

て検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。（以下略）」との概要

説明があったが、これに対し宮崎岳志氏（民主党）は、「今回の特区法案には、大き

く三つのセンシブルな論点があるだろうというふうに思っております。一点は、株式

会社の農地保有です。次に、自家用自動車による観光客らの有償運送です。三つ目に、

いわゆる薬剤師による遠隔での服薬指導であります。」との認識が示されている。こ

こでは、さらに、道路運送法の特例と、農地法の特例に絞って、主な論点を提示する。 

   道路運送法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）自家用自動車による観光客らの有償運送についてであります。 

    これも冒頭述べたとおり、アリの一穴として用意された規制改革会議や産業競争

力会議での論点を出発点として、ある意味、全国的に展開するということを視野に

入れたものと言わざるを得ない。 

    ライドシェアというものが非常に話題になりましたけれども、政府の中にも、こ

ういうライドシェアをやって東京オリンピック・パラリンピックの外国人観光客の
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なことがありますから、帰りに運転代行で送ってもらうというケースが大変多いん

です。 

    そうすると、代行業者はたくさんいます、その中には、例えば夫婦代行といって、

旦那さんと奥さんの二人で代行を営業しているような、本当に個人営業の弱小な業

者さんがいっぱいあります。昼間は別のお仕事をしていて、夜、副業として運転代

行をやっているような方々もたくさんいるんですよ。しかし、その方々も二種免許

を取っているんですよ。つまり、これは取れるんですよ。取れるものを取らせない

というのもおかしいんじゃないかというふうに思います。」 

   農地法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）株式会社の農地保有について伺います。 

    これまで、農地所有適格法人という要件に当てはまらなければ土地を保有できな

かったというものでありますが、今回は、この特区の対象地域であれば株式会社が

農地を持てる、こういう仕切りになっております。 

    今回の解禁を突破口として、全国的に株式会社の土地解禁を進めるということに

なり得る可能性はあるのかどうか、あるいはならないというふうにこれは断言でき

るのかどうかを農水省に伺いたいと思います。」 

   答弁者：加藤寛治氏（農林水産大臣政務官） 

    「（前略）今回、国家戦略特区で企業の農地所有を認める特例を講じることとし

ておりますが、これはあくまでも試験的に行うものでございます。 

    具体的には、企業が農地として利用しなくなった場合の確実な原状回復措置を講

じた上で、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす地方公共団体に限定をしまし

て、また、期間も五年間ということに限定をして実施することといたしております。 

    法案が成立をしたとしましても、五年間の期間が経過した後はこの特例もなくな

るわけでありますが、その後の取り扱いについては、現時点では何も決まっていな

いということでございます。」 

   宮崎氏 

    「（前略）ですので、今制度のニーズはどこにあるのかということ、これを農水

省の方からお答え願えますでしょうか。」 

   加藤氏 
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ございますので、これから新たに幾つの地域を指定するかというような想定ではあ

りません。 

    現在あるところのルールに基づく交通空白地域ということで、現在やっておる自

家用有償旅客輸送についてなんですけれども、現在は四百二十四市町村が実施をし

ておりまして、これらのところはどういう状況になってこういうことになっている

かといいますと、例えば、電車が廃線になりました、その後は路線バスになりまし

た、また、路線バスでやったけれども、なかなか使用する人は少ないというような

こともあって路線バス自体が廃止になったようなところで、こういうようなタク

シーを使っての輸送ということになっておる、これが四百二十四地域になっておる

ということでございます。」 

   宮崎氏 

    「四百二十四市町村といいますと、やはり全国の中で四分の一ぐらいですね、二

五％前後、もちろんこれは住民に限ってのことでありますが、こういう仕組みは既

に導入されているということであります。 

    そうしますと、こういったものが全面解禁されるということになりますと、公共

交通の根幹を揺るがすことになるんじゃないかというふうに私は思います。 

    それで、もちろん、地域でバスがない、タクシーがない、そういう地域もあるで

しょう、しかし、例えば、タクシーに公的な補助を行うとか、市町村が委託を行う

とか、デマンドバスを使うとか、あるいはどうしてもできないところは無償運送で

対応するとか、そういうやり方は幾らでもあるんじゃないかというふうに思うんで

すね。 

    かつ、例えば、今回の仕組みもそうなんですが、もともとこの自家用自動車によ

る有償運送は、第二種運転免許の取得を義務づけていない、これは非常に問題であ

るというふうに私は思います。 

    第二種免許というのは、昔は難しくて、多くの方が取れるものではなかったんで

す。しかし、その後、解禁をされて、解禁というか緩和をされて、ある意味、昔に

比べれば非常に取得が容易になりました。これは、運転代行という職種がグレー

ゾーンじゃないかという話がありまして、これをグレーからホワイトにしていく過

程で、二種免許を教習所で取れるようにしたわけです。 

    私の地元なんかは、公共交通が貧弱だと言われています群馬県ですが、自家用車

を持っている人が非常に多い。お酒を飲みに行くにも車を運転して行くというよう
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減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該

地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。 

    四 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業については、あくまでバ

ス・タクシー等が極端に不足している地域における観光客等の移動の利便性の

確保が目的であり、同制度の全国での実施や、いわゆる「ライドシェア」の導

入は認めないこと。 

    五 自家用自動車による有償運送において、観光客等を対象にする場合には、運

転者に第二種運転免許の取得者を充てるなど、安全の確保に万全を期すること。

併せて、運転者や乗客が犯罪に巻き込まれないよう、タクシー事業者に準じた

対策を講ずること。 

    六 過疎地等において移動手段の確保を図るに当たっては、自家用自動車による

有償運送はあくまで特例であることに鑑み、バス・タクシー等の一般旅客自動

車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委託など、バス・タクシー等

の活用についても併せて取り組むこと。 

    七 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業は、あくまで非営利を前提

に特例として認められる点に鑑み、バス・タクシー等の既存の有償運送事業者

で対応可能な場合にはこれを認めないこと。また、事業の実施に当たっては、

バス・タクシー等の既存の有償運送事業者との協議を十分に行うべく努めるこ

と。さらに、自家用自動車による有償運送が、いわゆる白タク行為となること

を防ぐ観点から、事実上の営利事業とならないよう万全の対策を講ずること。 

    八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師によ

る服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、

対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開

を前提としないこと。」 

 

 

 3. 本法改正の地方自治体への影響 
 

 以上のような経緯を経て実現した法改正であるが、当然、地方自治体の行財政運営に少

なからず影響をもたらすものである。両法改正により明らかになっているのは、「地方創

生」のスローガンのもとに地方自治体がより厳しい競争環境に置かれ、かつ、競争条件が
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    「今回の国家戦略特区における企業による農地所有の特例におきましては、特例

を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表をすることとし

ております。企業に具体的にどういった所有のニーズがあるかを見きわめるととも

に、また今回の試験的事業の目的と考えておるところでございます。 

    なお、今回の特例を用いて農地の権利を取得する場合においても、企業は、農地

法第３条第２項第１号の要件を満たす必要がございます。また、企業は、取得する

農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行わなければならないとさ

れておるところでございます。 

    そしてまた、今回の特区における特例措置においても、許可をするのは、企業が

地方公共団体から農地の所有権を取得する場合に限定をして、企業が農地を適正に

利用しない場合には、農地の所有権を企業から地方公共団体に移転する旨の書面契

約の締結を義務づけておるところでございます。 

    こうしたことから、企業が農地転用や転売しようとするなど問題があった場合に

は、地方公共団体が所有権を取り戻して、確実に原状回復できることとなっている

ところでございます。 

    したがって、今回の特例は、御懸念の不耕作目的の農地取得を防止できるものと

考えておるところでございます。」 

    採決に先立ち、山口俊一氏等３名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公

明党及びおおさか維新の会の４派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提

起され、採択されている。附帯決議の内容は、以下の通りである。 

    「政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺

憾なきを期すべきである。 

    一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度が担い手不足や耕作放棄が

深刻な地域の農業の活性化を目的としていることに鑑み、この目的から逸脱し

た全国展開を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当

たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討する

こと。 

    二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売

又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。 

    三 株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理由に農地等の所有権を特

定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽
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減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該

地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。 

    四 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業については、あくまでバ

ス・タクシー等が極端に不足している地域における観光客等の移動の利便性の

確保が目的であり、同制度の全国での実施や、いわゆる「ライドシェア」の導

入は認めないこと。 
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転者に第二種運転免許の取得者を充てるなど、安全の確保に万全を期すること。

併せて、運転者や乗客が犯罪に巻き込まれないよう、タクシー事業者に準じた

対策を講ずること。 

    六 過疎地等において移動手段の確保を図るに当たっては、自家用自動車による

有償運送はあくまで特例であることに鑑み、バス・タクシー等の一般旅客自動

車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委託など、バス・タクシー等

の活用についても併せて取り組むこと。 

    七 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業は、あくまで非営利を前提

に特例として認められる点に鑑み、バス・タクシー等の既存の有償運送事業者

で対応可能な場合にはこれを認めないこと。また、事業の実施に当たっては、

バス・タクシー等の既存の有償運送事業者との協議を十分に行うべく努めるこ

と。さらに、自家用自動車による有償運送が、いわゆる白タク行為となること

を防ぐ観点から、事実上の営利事業とならないよう万全の対策を講ずること。 

    八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師によ

る服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、

対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開

を前提としないこと。」 

 

 

 3. 本法改正の地方自治体への影響 
 

 以上のような経緯を経て実現した法改正であるが、当然、地方自治体の行財政運営に少

なからず影響をもたらすものである。両法改正により明らかになっているのは、「地方創

生」のスローガンのもとに地方自治体がより厳しい競争環境に置かれ、かつ、競争条件が
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    「今回の国家戦略特区における企業による農地所有の特例におきましては、特例

を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表をすることとし

ております。企業に具体的にどういった所有のニーズがあるかを見きわめるととも

に、また今回の試験的事業の目的と考えておるところでございます。 

    なお、今回の特例を用いて農地の権利を取得する場合においても、企業は、農地

法第３条第２項第１号の要件を満たす必要がございます。また、企業は、取得する

農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行わなければならないとさ

れておるところでございます。 

    そしてまた、今回の特区における特例措置においても、許可をするのは、企業が

地方公共団体から農地の所有権を取得する場合に限定をして、企業が農地を適正に

利用しない場合には、農地の所有権を企業から地方公共団体に移転する旨の書面契

約の締結を義務づけておるところでございます。 

    こうしたことから、企業が農地転用や転売しようとするなど問題があった場合に

は、地方公共団体が所有権を取り戻して、確実に原状回復できることとなっている

ところでございます。 

    したがって、今回の特例は、御懸念の不耕作目的の農地取得を防止できるものと

考えておるところでございます。」 

    採決に先立ち、山口俊一氏等３名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公

明党及びおおさか維新の会の４派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提

起され、採択されている。附帯決議の内容は、以下の通りである。 

    「政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺

憾なきを期すべきである。 

    一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度が担い手不足や耕作放棄が

深刻な地域の農業の活性化を目的としていることに鑑み、この目的から逸脱し

た全国展開を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当

たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討する

こと。 

    二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売

又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。 

    三 株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理由に農地等の所有権を特

定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽
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あると思われることから、事業者との協力関係を重視する結果、事業者が参入しやすい事

業の優先順位が上がる可能性が指摘できる。 

 「先導的な取組」という点で言及しておく必要があると思われるのは、地方交付税制度

において導入された「トップランナー方式」である。トップランナー方式は、総務省自治

財政局財政課「平成28年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」

（2016年１月28日）によれば、「歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるよ

うなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組」とされているが、この方

式を最初に提起した経済財政諮問会議民間議員の論点整理においては、「交付税の単位費

用を計画期間内に低コスト団体に合わせる仕組み」（2015年６月１日）と説明されている。 

 「先導的な取組」と「他団体のモデルとなるようなもの」という似通った表現によって、

全く意味の違うものに対する理解をゆがめている可能性がある。そもそも、「トップラン

ナー方式」という家電等の省エネルギー目標に関する指標を地方交付税に持ち込んだこと

自体、用語の「誤用」であるが、諮問会議からの提起を受けて総務省が自治体に発出した

文書では、「低コスト」を「歳出効率化に向けた業務改革」といい換え、「他団体のモデ

ルとなるようなもの」という表現を付け加えることによって「トップランナー方式」につ

いて創生推進交付金と同様にそれに取り組むことによって地方交付税が増える（逆に、取

り組まなければ地方交付税が減る）との誤解が広まっている可能性もある。 

 そもそも、「先導的」な事業とは何かがきわめてあいまいである。図表１にあるように、

地方創生の深化に向けた「官民協働、地域間連携、政策間連携による先駆的な事業、先駆

的・優良事例の横展開を図る事業、既存事業の隘路を発見し打開する事業」とされている

が、「先導的」や「先駆的」という抽象的な表現が目立つうえに、「横展開」が前提とな

れば、「地域の実情に応じ」ることが後景に退くことになるのではないか。 

 企業版ふるさと納税については、地域や普通交付税の交付状況によって対象となる自治

体を選別していること自体が、寄附であるふるさと納税の考え方にそぐわない。企業から

地域再生のための原資を得る取組であれば、廃止となった復興特別法人税の復活や寄附税

制の拡充が本来の姿であろう。また、計画の策定主体を「三大都市圏の既成市街地等に所

在する不交付団体の市区町村を除く」としてあるが、交付団体であれば、大都市圏も含ん

でよいか、圏外であれば、不交付団体も対象とすべきかについては、議論が不足していた

ように思われる。 

 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであることが求められているが、企業版ふ

るさと納税の制度そのものが、寄附をすることによって企業のイメージアップが図れると
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必ずしも同一ではないという点ではないかと思われる。 

 この点について、本法改正以外にも言及しながら検討したい。 

 地域再生法の改正において、特に、地方創生推進交付金、企業版ふるさと納税に関して

は、端的に自治体間競争を強調するものであるが、前者に関しては、地方版総合戦略に記

載された事業であることが条件となり、そのうえで、地域再生計画の認定を受ける必要が

あるものである。そもそも、まち・ひと・しごと創生法における地方版総合戦略は、同法

において努力義務とし、策定に際しても交付金等で誘導することによって、結果としてほ

とんど全ての自治体において策定されたものである。そして、策定した地方自治体にその

中の施策の「先導性」を競わせる形での地域再生計画の策定を求め、政府による認定に

よって交付金の交付先が決定されるとすれば、同法第４条に規定される「基本理念にのっ

とり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施

すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び

実施する」という自治体の責務、とりわけ、「区域の実情に応じた自主的な施策」の策

定・実施に資する制度といえるかが課題となる。特に、質疑にも若干触れられていたが、

「先導性のある取組」で重視されるのが、官民連携、地域間連携、政策間連携という観点

であることに留意する必要がある(４)。これらは、いずれもまち・ひと・しごと創生法第

２条の基本理念と関連している。たとえば、２「日常生活及び社会生活を営む基盤となる

サービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の

負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来にお

けるその提供の確保を図ること」、６「前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地

域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保

を図ること。」、７「前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体及

び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。」等がそれである。地域の

実情に応じたものであることに触れてはいるが、やはり、事業者との協力関係や、国、他

の自治体、事業者との連携関係が重視されている。都市部から離れた地域において地理的

にも近く同様の実情である自治体相互で連携しても人材や財源に限界があるという場合に

は、事業者への期待を高めざるを得ない。一方で、事業者にとって最大化すべきは利潤で

                                                                                 

(４) 国会の質疑において取り上げられたのは、「先導的な」事業と認められるために求められて

いる「先駆的な」事業である。いずれにせよ、官民連携、地域間連携、政策間連携をどのよう

な指標で評価するかが明示されておらず、ＫＰＩの認定やＰＤＣＡサイクルの徹底が求められ

る中、問題が多いと思われる。 
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あると思われることから、事業者との協力関係を重視する結果、事業者が参入しやすい事

業の優先順位が上がる可能性が指摘できる。 

 「先導的な取組」という点で言及しておく必要があると思われるのは、地方交付税制度

において導入された「トップランナー方式」である。トップランナー方式は、総務省自治

財政局財政課「平成28年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」

（2016年１月28日）によれば、「歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるよ

うなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組」とされているが、この方

式を最初に提起した経済財政諮問会議民間議員の論点整理においては、「交付税の単位費

用を計画期間内に低コスト団体に合わせる仕組み」（2015年６月１日）と説明されている。 

 「先導的な取組」と「他団体のモデルとなるようなもの」という似通った表現によって、

全く意味の違うものに対する理解をゆがめている可能性がある。そもそも、「トップラン

ナー方式」という家電等の省エネルギー目標に関する指標を地方交付税に持ち込んだこと

自体、用語の「誤用」であるが、諮問会議からの提起を受けて総務省が自治体に発出した

文書では、「低コスト」を「歳出効率化に向けた業務改革」といい換え、「他団体のモデ

ルとなるようなもの」という表現を付け加えることによって「トップランナー方式」につ

いて創生推進交付金と同様にそれに取り組むことによって地方交付税が増える（逆に、取

り組まなければ地方交付税が減る）との誤解が広まっている可能性もある。 

 そもそも、「先導的」な事業とは何かがきわめてあいまいである。図表１にあるように、

地方創生の深化に向けた「官民協働、地域間連携、政策間連携による先駆的な事業、先駆

的・優良事例の横展開を図る事業、既存事業の隘路を発見し打開する事業」とされている

が、「先導的」や「先駆的」という抽象的な表現が目立つうえに、「横展開」が前提とな

れば、「地域の実情に応じ」ることが後景に退くことになるのではないか。 

 企業版ふるさと納税については、地域や普通交付税の交付状況によって対象となる自治

体を選別していること自体が、寄附であるふるさと納税の考え方にそぐわない。企業から

地域再生のための原資を得る取組であれば、廃止となった復興特別法人税の復活や寄附税

制の拡充が本来の姿であろう。また、計画の策定主体を「三大都市圏の既成市街地等に所

在する不交付団体の市区町村を除く」としてあるが、交付団体であれば、大都市圏も含ん

でよいか、圏外であれば、不交付団体も対象とすべきかについては、議論が不足していた

ように思われる。 

 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであることが求められているが、企業版ふ

るさと納税の制度そのものが、寄附をすることによって企業のイメージアップが図れると
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必ずしも同一ではないという点ではないかと思われる。 

 この点について、本法改正以外にも言及しながら検討したい。 

 地域再生法の改正において、特に、地方創生推進交付金、企業版ふるさと納税に関して

は、端的に自治体間競争を強調するものであるが、前者に関しては、地方版総合戦略に記

載された事業であることが条件となり、そのうえで、地域再生計画の認定を受ける必要が

あるものである。そもそも、まち・ひと・しごと創生法における地方版総合戦略は、同法

において努力義務とし、策定に際しても交付金等で誘導することによって、結果としてほ

とんど全ての自治体において策定されたものである。そして、策定した地方自治体にその

中の施策の「先導性」を競わせる形での地域再生計画の策定を求め、政府による認定に

よって交付金の交付先が決定されるとすれば、同法第４条に規定される「基本理念にのっ

とり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施

すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び

実施する」という自治体の責務、とりわけ、「区域の実情に応じた自主的な施策」の策

定・実施に資する制度といえるかが課題となる。特に、質疑にも若干触れられていたが、

「先導性のある取組」で重視されるのが、官民連携、地域間連携、政策間連携という観点

であることに留意する必要がある(４)。これらは、いずれもまち・ひと・しごと創生法第

２条の基本理念と関連している。たとえば、２「日常生活及び社会生活を営む基盤となる

サービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の

負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来にお

けるその提供の確保を図ること」、６「前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地

域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保

を図ること。」、７「前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体及

び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。」等がそれである。地域の

実情に応じたものであることに触れてはいるが、やはり、事業者との協力関係や、国、他

の自治体、事業者との連携関係が重視されている。都市部から離れた地域において地理的

にも近く同様の実情である自治体相互で連携しても人材や財源に限界があるという場合に

は、事業者への期待を高めざるを得ない。一方で、事業者にとって最大化すべきは利潤で

                                                                                 

(４) 国会の質疑において取り上げられたのは、「先導的な」事業と認められるために求められて

いる「先駆的な」事業である。いずれにせよ、官民連携、地域間連携、政策間連携をどのよう

な指標で評価するかが明示されておらず、ＫＰＩの認定やＰＤＣＡサイクルの徹底が求められ

る中、問題が多いと思われる。 
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るものは、現時点で３事業であるが、構想が具体化するにつれて増えていく可能性が考え

られる。 

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律については、附帯決議に掲げられた７項目中

６項目までが道路運送法の特例と農地法の特例に関するものであったことからも、両者が

国会においても重視されていたことがわかる。 

 前者は、市町村も国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の当事者として事業

を行うことができることから、自治体にとっては、新たな事業の可能性が広がるところで

もあったが、自治体を当事者とする事業展開に関する議論が国会審議で見受けられなかっ

た。いわゆる交通空白地について、どのような観点からアプローチしていくかについては、

地方自治体の積極的な関与が不可欠となると思われる。特に、附帯決議にも述べられてい

る「バス・タクシー等の一般旅客自動車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委

託など、バス・タクシー等の活用」にどのように取り組むかが重要な課題であると思われ

る。 

 今回の自家用自動車の活用拡大の目的は、「過疎地域等における訪日外国人を始めとす

る観光客を中心とした運送需要に対応するため」とされている。官公庁が2016年に実施し

た「訪日外国人旅行者の国内における受け入れ環境整備に関するアンケート」によれば、

旅行中困ったこと（複数回答）では、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれな

い（32.9％）、無料公衆無線ＬＡＮ環境（28.7％）、多言語表示の少なさ・わかりにくさ

（23.6％）と続き、公共交通の利用という回答は４番目、18.4％であった(７)。調査地点

が国際空港等で行われているため、必ずしも過疎地における訪日外国人の意向を直接反映

したものとはいえないが、特別区域において自家用自動車の活用を拡大したとしてもコ

ミュニケーション等の問題が残り、また、そのような人材をいかに確保するかが課題とな

るだろう。さらに、過疎地における訪日外国人に関するデータが少なく、どの程度のニー

ズが見込まれているかも判然としない。 

 むしろ、過疎地において問題なのは、高齢化した住民の日常の移動を支える仕組みであ

ると思われる。この課題について、自家用自動車の活用拡大でどこまで対応できるかにつ

いては未知数であると思われる。 

 後者は、農地を取得しようとする企業に対して、農地所有適格法人となることを不要と

                                                                                 

(７) 最も困ったこと（単回答）においても、回答が多かった順は変わらず、スタッフとのコミュ

ニケーション（28.9％）、無線ＬＡＮ（18.5％）、多言語表示（13.3％）、公共交通（11.1％）

となっている。 
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いうメリットが広報されているとおり、間接的に経済的利益を意図しているものにほかな

らない(５)。 

 生涯活躍のまちについては、日本版ＣＣＲＣからの名称変更の経緯など具体的な議論が

少ない。さらに、先行して実施されている自治体の取組もまちまちであると思われる。そ

の中で事業者の手続きの簡素化が実行されることによって、当該事業を検討している自治

体にとっては、事業者を呼び込めるか否かの競争に突入することになりかねない。 

 日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議による「『生涯活躍のまち』構想（最終報告）」によれ

ば、「生涯活躍のまち」構想は、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地

方や『まちなか』に移り住み、地域住民や他世代と交流しながら健康でアクティブな生活

を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくり」を目指すもの

である、とされている。そして、この構想の意義は、①高齢者の希望の実現、②地方への

ひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応が挙げられている。しかし、①に関し

て、内閣官房の意向調査によれば、東京都在住者のうち地方へ移住する予定又は移住を検

討したいと考えている人は、50代男性50.8％、女性34.2％、60代男性36.7％、女性28.3％

となっている。この結果について、当該最終報告では、「新しい暮らし方や住み方を求め

て移住し、（中略）という希望が強い」としているが、「検討したい」も含めて50代男性

のみがかろうじて過半となるという結果から希望の強さを読み取るのはやや無理があるよ

うに思われる。むしろ、「生涯活躍のまち」を標榜するならば、生まれたまちで「活躍」

し続けられることが本来の姿ではないかと思われる。 

 図表３によると、2015年11月現在で263の地方公共団体がこれを推進する意向であるこ

とが示されているが、これは、前回の調査よりは3.4ポイント増加しているものの、「推

進したいという意向はない」は199団体から426団体へと12.7ポイント増加しており、「今

後考える」とした団体が、推進しないことを結論づけた方が上回っている(６)。 

 この調査では、推進に当たっての課題や必要となる支援策についても調査しているが、

多く寄せられた課題（複数回答）は、財政支援（23.4％）、医療・介護費負担支援

（16.0％）、医療・介護人材の確保（11.8％）、施設整備費支援（11.0％）と財源面の負

担が課題となっている。企業版ふるさと納税の対象事業として生涯活躍のまちを掲げてい

                                                                                 

(５) 内閣府地方創生推進事務局「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き ― 企

業の力で地方創生 ― 」（2017年４月）参照。 

(６) 内閣官房「『生涯活躍のまち』構想に関する意向等調査結果（概要）」参照。なお、未回答

の地方自治体は、推進したい意向がないものとして集計されている。 
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(５) 内閣府地方創生推進事務局「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き ― 企

業の力で地方創生 ― 」（2017年４月）参照。 

(６) 内閣官房「『生涯活躍のまち』構想に関する意向等調査結果（概要）」参照。なお、未回答

の地方自治体は、推進したい意向がないものとして集計されている。 
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する緩和措置とみてよい。しかも、５年間に限るものの、期間終了後の方針は未定、また、

どのような企業のニーズが存在しているかさえ明確でないことが国会の審議を通して明ら

かになった。 

 さらに、附帯決議に目をやると、「株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理

由に農地等の所有権を特定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住

民の負担を軽減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当

該地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮する」とあり、仮に、目的外

使用があり地方自治体に所有権を移す場合でも、農地所有者となった企業に対価を支払う

可能性があることが示されている。これでは、転用することで利益を生む可能性がある農

地についての「青田買い」が行われる可能性が排除されず、農業生産の増大につながる可

能性はきわめて低いうえに、取得企業の動向によっては、当該農地を自治体が有償で取得

しなければならないリスクを負うことになるのではないかと思われる。 

 農地の流動化に関する規制緩和は、農業委員会の関与を弱めること等により推進されて

きたが、これによる農地や農業生産の拡大に関する検証が必要であると思われる。今回の

規制緩和は、現状中山間農業改革特別区域に指定されている兵庫県養父市に対する適用が

想定されているものと思われるが、成果が上がっているためにそれをさらに加速する措置

としての規制緩和なのか、想定ほどに農地の流動化が進まず、さらに企業に参入しやすく

するための措置かによって評価も変わってくるものと思われる。 

 附帯決議に目をやると、全国化を前提としない旨の記述が目立つ。そもそも、「国家戦

略特区において措置された規制の特例措置は、その実施状況等について適切な評価を行い、

当該評価に基づき、その成果を全国に広げていくことが必要である」（国家戦略特別区域

基本方針）ので、全国化を前提としないのであれば、特区にそぐわないという視点が欠け

ているように思われる。 

 以上を要するに、地方創生の「深化」に資するために両法の改正が行われたものである

と思われるが、地方創生に焦点を当てるあまり本来の政策目的がずれているのではないか

と思われる。すなわち、移住を前提とした「生涯活躍のまち」や、訪日外国人のための過

疎地における自家用自動車の活用拡大などがそれである。 

 近年の「経済財政運営と改革の基本方針」等をみると、「エビデンス」や「見える化」

が求められるが、それらに基づく法改正であったといえるか疑問が残る。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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