
平成 18 年第 27 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 11 月 30 日(木) 17:35～18:58 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長  安 倍  晋 三 内閣総理大臣 

議員  塩 崎  恭 久 内閣官房長官 

同  大 田  弘 子 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同  菅  義 偉 総務大臣 

同  尾 身  幸 次 財務大臣 

同  甘 利 明 経済産業大臣 

同  福 井  俊 彦 日本銀行総裁 

同  伊 藤  隆 敏  東京大学大学院経済学研究科教授 


（兼）公共政策大学院教授 

同     丹羽 宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同 御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役会長 

同  八 代  尚 宏 国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員  柳 澤  伯 夫 厚生労働大臣 

同  山 本  有 二 再チャレンジ担当大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１） 平成 19 年度予算編成の基本方針について 

（２） 	 集中審議⑤：再チャレンジ支援・労働市場改革 

1) 再チャレンジ支援 

2) 労働ビッグバン 

3) ハローワーク 


３．閉 会 

（説明資料） 

○平成 19 年度予算編成の基本方針 

○再チャレンジ支援策の総合的推進（山本臨時議員提出資料） 

○事業の再チャレンジ支援について（甘利議員提出資料） 

○複線型でフェアな働き方に（有識者議員提出資料） 

○労働市場改革について（柳澤臨時議員提出資料） 

○ハローワークへの市場化テストの導入について（有識者議員提出資料） 

（配付資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第 18 号について 

○再チャレンジ支援策の総合的推進（参考資料）（山本臨時議員提出資料） 

○労働市場改革について（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料） 
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（概要） 

○平成 19 年度予算編成の基本方針について

（大田議員） 「平成 19 年度予算編成の基本方針」について、総理から諮問をいただ

く。 

（安倍議長） 本日は、「平成 19 年度予算編成の基本方針」の作成を諮問することとす

る。よろしくお願いする。 

（大田議員） 総理からの諮問第 18 号は、資料としてお手元に配付している。「基本方

針（案）」について御説明する。皆様の御協力により、お手元にあるとおり、とり

まとめた。 

「基本方針（案）」では、人口減少や厳しい国際競争に打ち勝ち、新たな成長経

済を目指すとともに、これまでの財政健全化の努力を継続し、歳出改革を強化する

との方針の下、政府一丸となって安倍内閣の最初の予算にふさわしい予算をつくり

上げていくこととしている。11 月 24 日に提示した案からの変更点は、総理の御指

示を踏まえⅡの「（歳出改革の強化）」において「新規国債発行額について、前年度

の水準より大幅に減額する。」とし、「大幅に」という文言を入れた。また、与党で

の御議論を踏まえ、Ⅲの「活力に満ちたオープンな経済社会の構築」、「健全で安心

できる社会の実現」等について所要の修正をした。 

本日の与党との議論で追加的御意見が出されたので、主なものを５点紹介する。

１番目は、再チャレンジ支援として、正規・非正規雇用者間の均衡処遇は大きな課

題。企業の好業績が賃金に反映されていないのではないか。２番目、競争力に関し、

中小企業についての記述が少ないのではないか。地域活性化の観点からも企業の地

方への立地促進等雇用の創出を図るべき。３番目、公共事業については、地方の自

立・活性化に配慮する必要がある。４番目、「生活におけるリスク」の位置付けを

明確にする必要がある。安全・安心を確保することが重要であり、高齢者に対する

振り込め詐欺や飲酒運転の根絶等にも幅広く配慮すべき。５番目、環境と経済の両

立を重視する必要がある。環境に配慮すれば成長力も強化できる。 

今後ともこのような御意見も踏まえながら、「中期方針」や「骨太方針 2007」の

策定に向け、経済財政諮問会議における議論を進めていきたい。 

（丹羽議員） 最近話題になっている道路特定財源の問題は、これからが議論の本番だ

と思うが、まさに安倍内閣の試金石と考えられる。国民の期待を裏切らないように、

「予算編成の基本方針」どおりに是非決着していただきたい。 

これからの財政を考えると、非常に限られた財源を有効に活用するということが

至上命題。ガソリン税を含めて法改正を行い、一般財源として重要な歳出に活用す

べき。「納税者の理解」という言葉が入っているが、ガソリンや石油はほとんどの

国民が納税者であり、これは「国民の理解」に等しいと思う。国民の立場に立って、

是非改革していただきたい。 

（伊藤議員） 	 丹羽議員が言われたことは非常に重要な点。道路特定財源の議論では、

２つおかしい点があると思う。１つは、余りにも道路に議論が集中していて、財政

という非常に大きな観点が欠けているのではないか。やはり、財政の根本的な体質

を変えるということをこの内閣で行っていただきたい。したがって、財政全体の中

で、ガソリンに対する課税をどう使うかを考えていかなくてはいけない。税率につ

いては、混雑税の問題や環境の問題があるので、今のまま維持することで何も不都

合はないと思う。使い方については、例えば、これから伸びが非常に大きくなって

いくと思われている社会保障も視野に入れて、やはり国民全体のプライオリティの

高い歳出に使っていくということが非常に重要。 
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それから、丹羽議員も言われたが、「納税者」とは誰かということについて、我々

の意見ではやはり国民一般であると思う。車を持っている人は非常に大多数に上っ

ていて、この制度ができた時とは随分違っている。インターネットで調べてみたら、

免許を持っている人は 8,000 万人近くいるし、世帯単位で見ても 80％が車を持って

いるということなので、「納税者」とは、やはり国民全体だと思う。実際に税金は

ガソリンにかかっていても、ガソリンを使って配送しているわけだから、コンビニ

でおにぎりを買う人も間接的には税金を払っている。国民一般が払っている税金を

国民一般のために使う、という視点を確立することが非常に重要。 

（大田議員） 他に御意見はございますか。 

それでは、「平成 19 年度予算編成の基本方針（案）」を、経済財政諮問会議の答

申として決定することとしてよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（大田議員） ありがとうございました。 

（安倍議長） ただいま民間議員からお話があった道路特定財源の問題については、国

民のためになるという視点からの改革が重要である。高齢化が進んでいく中で、限

られた財源を有効に使っていくことが重要であり、将来への負担について常に考え

なければならない。道路特定財源は決して聖域ではないということは、既に小泉前

内閣において決められたことであるという前提に立たなければならない。 

他方、真に必要な道路は当然作っていく、こう考えるわけだが、特定財源として

自動的に道路ができていくという仕組み自体は変えていかなければいけない。これ

は行革推進法に既に書かれていることである。その中にも、例えば環境への配慮も

重要ということも書かれている。また、税率を維持していくこと、一般財源化して

いくことは、基本的な方針として既に決定されていると言ってもいいのではないか

と思う。 

そこで、基本的には一般財源化を進めていく、その中では、揮発油税を含めて道

路財源全体を見直しの対象にしなければいけない。我々はまさに国民の視点に立っ

てこの改革を進めていかなければならないので、よろしくお願いする。 

（プレス入室） 

（大田議員） 「平成 19 年度予算編成の基本方針」が経済財政諮問会議より答申され

たので、総理からごあいさつをお願いする。 

（安倍議長） 大変皆様御苦労さまでした。皆様方に出していただいたこの方針に則り、

予算編成を進めていきたい。改革の姿勢をしっかりと堅持をして進めてまいりたい。

   安倍内閣の基本的な方針である活力とチャンスに満ちあふれた日本の社会をつ

くっていくため、この基本方針に則り予算編成を進めてまいりたいと思うので、よ

ろしくお願いする。 

（プレス退室） 

（大田議員） 本方針は、明日閣議決定を行う予定である。 

（尾身議員） 「予算編成の基本方針」を決めていただいたが、明日の閣議決定を受け

て、この方針で予算編成に取り組んでまいりたい。平成 19 年度予算については、「成

長なくして財政再建なし」という理念を踏まえ、メリハリを効かせながら、財政健

全化路線を堅持するという方針の下で、公債発行額を平成 18 年度当初予算の 29 兆

9,730 億円よりも大幅に減額することとし、歳出の削減見直しを徹底してまいりた

い。 

（柳澤臨時議員、山本臨時議員入室） 
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○集中審議⑤：再チャレンジ支援・労働市場改革 １)再チャレンジ支援

（山本臨時議員） 再チャレンジ可能な社会として、努力が報われる公正な社会、仮に

失敗しても何度でもチャレンジができ、「勝ち組、負け組」を固定させない社会、

働き方、学び方、暮らし方が多様で複線化している社会というものを求めている。

そこから個人・企業の自由闊達な活動により、経済が活性化し、最後の目的である

「再チャレンジなくして成長なし」ということにつながる。 

今後の対応方針として、第１に、支援を必要としている「人」へのきめ細かな対

策、すなわち「人」を中心に施策を打っていきたい。第２に、障害となっている制

度等の改正。既にある制度でなかなかうまくいかないことについては改正したい。

第３に、多様な社会に向けた意識や仕組の改革に新たに手をつけていきたい。 

当面の取組としては、本年中に「再チャレンジ支援総合プラン（仮称）」のとり

まとめを行う。第１に、長期デフレ等による就職難、経済的困窮等からの脱却を図

る。成長の起爆になる労働市場の問題について、フリーターの常用雇用化等を進め、

これからの変化に対応したい。第２に、機会の均等化、すなわち様々な事情・困難

を抱えた人のチャレンジを支援する。同じような能力を必要とするいろいろな仕事

があるが、そこに不平等感があってはならず、チャンスの平等は絶対確保しなけれ

ばならない。第３に、複線型社会の実現、すなわち働き方・学び方・暮らし方の選

択肢を多様化する。 

以上について、予算措置や法改正等からなる行動計画を策定し、工程管理を行う。

来年１月以降については、社会への働きかけとして、まず、再チャレンジ支援総

合プランの実施・周知を行っていきたい。第２に、再チャレンジ成功事例の収集・

周知、再チャレンジへの取組に対する表彰を行う。表彰を行うことにより、「私も

こうしたらいい」ということが具体的にわかってくると考える。第３に、企業、Ｎ

ＰＯ、地方公共団体等の知恵や活力を生かす工夫や取組を行う。具体的には寄附税

制の導入等を考えている。 

以上により、チャレンジ気運の高揚と社会意識や仕組の見直しへの働きかけがで

きると思っている。 

「再チャレンジ支援総合プラン」の内容は、第１に、「行動計画」として、別冊

の参考資料にある 270 項目の個別施策を整理している。第２に、平成 19 年度予算

の概算要求は 1,691 億円であり、例えば、再チャレンジを可能とする柔軟で多様な

社会の仕組みの構築のために 520 億円計上している。第３に、再チャレンジ支援策

として法律改正を行うものとしては、多重債務の防止について貸金業法の改正法案

が、本日、衆議院を通過した。その他、労働契約法等がある。最後に、地域再生法

の制度を活用して民間からの寄附による再チャレンジ支援を促進するための税制

上の優遇措置を検討中である。 

（甘利議員） 資料「事業の再チャレンジ支援について」に沿って説明する。 

１点目は「早期転換・再挑戦支援窓口の創設」。廃業・倒産経験者による再起業

は、ノウハウの習得等を背景にして、一度目の起業と比較して成功率が高いという

実態も存在する。失敗に学んでいるから２回目の方がうまくいく。他方、事業から

の撤退が遅れて、多額の債務を抱えて再起業が困難となっている倒産企業経営者も

多いと考えられる。つまり、見切りを早く的確につけることが大事ということ。こ

のため、再挑戦の支援については、「事業転換の早期決断」と「その後の再起業へ

の挑戦」という流れの円滑化が重要であり、流れを着実にフォローして、再起業者

に適切なアドバイスを行う相談窓口を全国に設置をするということが大事。商工会

連合会とか商工会議所に設置することになっている。 

4


平成 18 年第 27 回経済財政諮問会議 



２点目は「本人保証・第三者保証の合理化」。本人保証・連帯保証により、廃業・

倒産時に多額の負債を負ってしまう現状の打破が不可欠。信用保証協会及び国民公

庫における第三者保証非徴求を徹底・拡充、中小公庫及び国民公庫における本人保

証非徴求を拡充することが大事。 

３点目は、「再挑戦支援融資・保証制度の創設」。再起業にたどり着いた者にとっ

て、最大の障害は資金調達の困難であり、こうした現状の打破も不可欠。政府系金

融機関の融資制度や信用保証協会による保証制度を創設をするということ。 

（八代議員） 再チャレンジに関しては非常に多くの施策があるが、１つ大事な点は、

再チャレンジを妨げている規制を緩めたり、無くしていくということ。これは、残

念ながら各省からの提案には余り出てこないと思う。フリーターの人が定職に就く

ために一つの専門的資格を取りたいと思った場合、例えば美容師や理容師は高卒以

上でないと試験を受けられないという規制がある。なぜ義務教育だけで試験に挑戦

することができないのか。こういう再チャレンジを妨げている規制の問題点につい

ても是非よろしくお願いしたい。 

（菅議員） 再チャレンジ可能な社会というのは、少子高齢化が進む日本の中で極めて

大事なことであり、また安倍内閣の一つの大きな目標である。そういう意味で、そ

れぞれの省庁が様々な施策をこのような形で出したというのは非常にいいこと。し

かし、やはり省庁間の連携やワンストップ化はものすごく大事なので、山本臨時議

員の指導力によってまとめ上げていただくよう、是非お願いしたい。 

（尾身議員） 起業で失敗した人が、いつまで経っても個人保証が足かせになって再起

できない、再チャレンジできないという問題がある。また、知り合いの保証人にな

ったために連鎖倒産的になる。仮に連鎖倒産しないにしても、債務をかぶるために

自分の仕事がうまくいかず、新しい資金の借入れもできないという実態があり、個

人保証の問題は非常に再チャレンジの妨げになっている。そういう点をどこかで切

り離す操作をしないと、一生再チャレンジできないという問題が各地であるので、

是非この点を解決し、本当の意味で起業の再チャレンジができる状況をつくってい

ただきたい。 

（塩崎議員） 甘利議員の資料の「３ 再挑戦支援融資・保証制度の創設」で、「最大の

障害は資金調達が困難となっていること」とある。とりあえず、政府系金融機関な

どに緊急避難的に役割を果たしてもらわないといけないが、もう少し根本の話があ

る。例えば、民事再生法の適用の対象になっている企業、破綻した企業が再起業し

ようとしたとき、ニューマネーがなかなか民間金融機関から出ていかない。その一

つの大きな理由は、共益債権の弁済順位だと思う。租税債権、労働債権などとの順

番が明確でない。アメリカの場合は、スーパープライオリティといった優先弁済さ

れる制度があると思うが、日本の場合にはそこが明確でなく、破綻法制の整理をし

た際にそこは整理がつかずに残っていると思う。これは事務方にも言っているが、

この所を改め、民間金融機関には目利きもいるわけだから、一旦破綻して再チャレ

ンジする企業にニューマネーが行くようにする、安心して貸せるようにした方がい

い、というのが第１点。 

それと表裏一体で、貸出しを分類される恐れがあって、再チャレンジに資する新

規の融資、ニューマネーを提供しないということがある。一回整理したのでもう直

っていると思うが、そこは債権回収ができるかどうかによって金融庁として見なけ

ればいけないので、最終的には、これは多分セットの話になるだろう。そこのとこ

ろも措置して、企業がうまくいかなくなったときに、もう一回民間の力が中心とな

って再チャレンジをさせるよう、制度を根っこから直した方がいいのではないか。
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（山本臨時議員） 八代議員の御意見は、しっかりそういう観点でやっていきたい。菅

議員の連携の話も覚悟させていただく。尾身議員と塩崎議員の御意見、すなわち、

いわゆる間接金融依存型の日本社会で貸出について一回失敗したらなかなかその

イメージが拭えない、しかも地域で、同じ銀行、同じ人ということだと、ますます

そうなるという実態については、金融検査マニュアルに「再チャレンジ」という新

しい考え方を導入することも考えられるので、今、検査局に検討してもらっている。

また、保証枠を少し余裕をつけてもらうというようなことも考えられ得る。 

全体としては間接金融依存でも、リスクテイクをすることが当たり前のような金

融マーケットになれば随分違うし、そういうことに目が利く人たちの育成が更に必

要になってくると思う。ただ、やはりそこには限界があるので、直接金融、つまり

起業する人が直接マーケットからお金をマイクロでもいいから握れる、というツー

ルをつくっていく必要がある。鳥取県の片山知事も、地方発でそういうことができ

ないかと考えておられるので、今週末、田村大臣政務官とともにお話を伺いに行っ

てみたい。 

（大田議員） 再チャレンジ支援は、次の労働ビッグバンにも関連するので、また議論

を進めたい。 

○集中審議⑤：再チャレンジ支援・労働市場改革 ２) 労働ビッグバン

（八代議員） 資料「複線型でフェアな働き方に」について説明する。 

近年、特に 90 年代以降、人々の働き方や家族のあり方は大きく変化している。

他方、戦後形成された社会の制度・慣行は、それに十分対応していない。安倍内閣

の目指す新しい国づくりには、複線型でフェアな働き方を実現させ、「働くことへ

の誇り」を持てるようにすることと、企業活力の発揮とを両立させ経済全体の生産

性向上を図る必要がある。このためには、労働市場を取り巻く様々な制度を包括

的・抜本的に見直す、80 年代の金融ビッグバンに対応した「労働ビッグバン」が不

可欠である。これは、①効率的な労働市場の整備、②再チャレンジ支援、③生産性

向上、④少子高齢化対策、など幅広い政策分野にまたがる改革からなるため、経済

財政諮問会議の下に専門調査会を設け、下記の課題を中心に検討して方向性をとり

まとめ、その後の改革につなげてはどうか。 

第１に、労働ビッグバンでどのような労働市場を目指すかについては、１番目に、

働き方の多様性の実現。画一的な労働市場の規制に縛られるのではなく、労使自治

に基づく多様な雇用契約を可能とし、労働者と企業にとって雇用機会が拡大するこ

とが大事。これには当然、仕事と育児の両立が可能なワーク・ライフ・バランスが

含まれる。ベルが鳴ると一斉に働き、一斉に休むという工場のような働き方をベー

スにした法律が、ホワイトカラーをも縛っている。管理職以外の一定層にも、成果

に応じた報酬が得られる、時間に縛られない働き方ができる範囲を拡大することが

必要である。２番目に、労働市場での移動のしやすさ。スムーズな職探しや転職が

容易にできる、仕事とのマッチングが効率的になされる労働市場が必要。もっぱら

企業の中で実施されていた質の高い人材育成や職業訓練を、企業の外でもできるよ

うにする。日本で働く外国人が増加しているが、グローバル化に対応する労働市場

のあり方も大事である。３番目に、不公正な格差の是正。同じような仕事をしてい

るのに、正社員、非正社員という雇用形態によって格差があるのが現状である。こ

れを是正し、能力に応じた処遇が得られる労働市場が必要ではないか。当然、女性・

高齢者・若者等の低所得者層には十分な対応が必要である。 

第２に、こうした労働市場を目指すために検討すべき論点について。１点目は、

6


平成 18 年第 27 回経済財政諮問会議 



「再チャレンジを阻害する労働市場の問題はどこにあるか」。戦後の劣悪な社会環

境を前提とした現行の労働法制のあり方は、多様な働き方を求める労働者が増加す

る中で、果たして適切かどうか。それから、十分な職業能力を持たないフリーター

やニートへの就業支援はどうあればいいか。職業訓練・紹介の充実のためには、こ

れまでの官中心の体制ではなく、急速に発展している民の職業紹介サービスとの官

民連携のあり方が大事。現在の企業別の労働市場では、転職することで仕事能力の

価値が大きく変動するリスクがある。労働移動のしやすい職種別労働市場を企業の

外に形成するには、どのような条件が必要か。 

２点目は、「雇用形態による格差をどう是正するか」。現行の労働者派遣法は、正

社員を派遣社員との競争から守るという役割が含まれている。派遣社員の対象職種

や働く期間の制限を見直し、本来の「派遣労働者の保護」という目的に特化させる

ことが、雇用形態による格差を是正するための大きな鍵になるのではないかという

意見もある。正社員がよい働き方で、非正社員がよくない働き方という二分法では

なく、多様な働き方に共通した雇用ルールはどうあるべきかということも議論する

必要がある。現行の、世帯主が家族を養うことを前提とした税制や年金制度は、被

扶養者が働くことに対して不利になることで、結果的に働く意欲を阻害していない

か。また、家族の働き方の違いによって、税金や社会保険料の負担が大きく異なる

ことは、世帯間の公平の観点から適切か。家族のあり方の変化を踏まえた女性・高

齢者・若者の雇用はどうあるべきか。最低賃金制度のあり方も議論すべき。 

３点目は、「仕事と育児の両立を図るには何が必要か」。テレワーク等の在宅勤務

の拡大、時間に縛られない働き方、企業活力を維持しながら企業が積極的に取り組

むための方策は何か。また、少子化対策としても大事なことだが、現在の保育所は、

特定の貧しい層を対象とした福祉制度のままである。女性が働くことが当たり前の

社会では、利用者のニーズに沿った公益性の高い「保育サービス」として提供する

ことが必要である。これは、2000 年に高齢者介護を福祉から介護サービスに大転換

したのと同じような改革であり、こういうことが仕事と育児の両立のために重要で

はないか。また、保育と幼児教育の役割分担や連携の問題もある。 

４点目は、「技能を持った外国人労働者をどのように活用すべきか」。この点も、

グローバル化が進む日本では重要であり、外国人を就労可能とする入国資格の「専

門的職種」の範囲をどう設定するか。雇用主の管理責任をどう考えるか、現行の法

制度は適切か、という議論をする必要がある。 

第３に、こうした労働ビッグバンの進め方について。まず、専門調査会を設置し、

以上のような制度改革のあり方についての課題の整理と集中的な議論を行い、随時

経済財政諮問会議に報告を行ってはどうか。諮問会議においては、専門調査会報告

や関連制度改革の考え方等に関し、必要に応じて議論を行う。 

２点目には、「骨太 2007」に向けた府省横断的な検討。こうした議論を踏まえ、

更に議論を深めるべき課題については、府省横断的な検討の場をつくる。これは、

諮問会議そのものでもいいが、そこで改革の方向性や工程表を作成し、「骨太 2007」

にとりまとめてはどうか。 

（柳澤臨時議員） 資料「労働市場改革について」は、「労働市場の現状と課題」、「長

期雇用の評価」、「多様な雇用形態の評価」、「当面の労働政策の方向」の部分が総論。

「労働契約法制・労働時間法制の検討」、「雇用保険制度の見直し」などの部分が具

体論。 

   まず、「労働市場の現状と課題」について。「雇用者の形態」は、大きく分けて「直

接雇用」と「派遣」がある。そしてその中間に「請負」がある。請負は雇用形態か
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らすると明らかに直接雇用だが、いろんな使われ方をしているためアウトソーシン

グと直接雇用の間に位置。「派遣」はアウトソーシングの代表ということである。

直接雇用は、「正社員」、「パート」、「有期雇用」。「パート」は一日のうち８時間働

けないような人のこと。「有期雇用」は、むしろ時間はしっかりしているが、雇用

期間が１年や３年などと特別に設けられていて働く人のこと。 

正社員の「労働者の状況」は、正社員であれば通常は雇用が安定するが、一方で

は Job-Hopper というどんどん転職してキャリアアップを図るという若者たちがこ

のごろ出てきている。正社員の「課題」は、１つ目はワーク・ライフ・バランスで、

超過勤務が多くなり過ぎているという問題。また、仕事と育児の両立を考えなけれ

ばならないという課題もある。２つ目は、新卒一括採用というルールがあって、こ

れがニートやフリーターなどをシャットアウトしており、彼らをかなり厳しい状況

に置いているのではないかという問題。 

なお、「課題」欄の注１は、雇用の形態に共通した話として労働契約に関するル

ールを明確化するという課題であるが、それは全体を包含する課題。注２は、労働

関係法の制定改廃に当たっては、公労使三者構成の労働政策審議会の審議が必要と

いうルールになっているということ。 

パートの「労働者の状況」は、都合のいい時間に働けるため、まさに複線化が図

られて非常に便利な働き方という面もある一方、その中にはほとんど正社員と同じ

ように働いていており正社員を希望する人もいるということ。「課題」は、仕事に

応じた均衡処遇の確保や、正社員に転換したいという人たちを支援しなければなら

ないという問題もある。それから、雇用保険で失業保険をもらうのに、正社員とパ

ートでは失業前に働いていた期間が１年や６か月などまちまちである。これはやは

り統一化していくべきではないか。 

有期雇用の「労働者の状況」は、例えば何ヶ月か勤めたら外国旅行に行きたいと

いう人のように、期間を決めて働けるためハッピーとする人たちもいる一方、正社

員を希望しながら今は有期雇用という人もいる。有期雇用の「課題」は、契約期間

中に契約解除されるというようなトラブルが結構起こっており、これをどう処理す

るか。これはまさに労働契約法の主なテーマの１つ。 

請負の「労働者の状況」は、よく大企業の協力会社で正社員として本当に一生懸

命働いて、一応満足すべき労働状態にいる人たちもいる反面、請負会社で有期雇用

されている人たちは正社員を希望しているということ。請負会社で有期雇用という

のは結構ある。請負の「課題」は、偽装請負の防止・解消が非常に大事だというこ

と、また先ほども八代議員からも話があった雇用主の責任もあり、雇用管理改善・

人材育成について、やはり手をかけてやりたいという問題もある。 

派遣については、伝統的な「26 業務」と、「26 業務以外」という区分がある。26

業務についても「常用」と「登録」がある。こういうマーケット構造になっている。

常用は、主としてソフトウェア開発や機械設計に従事する男性が多いというイメー

ジ。登録は、事務用機器操作やファイリングをする女性が多いというイメージでと

らえてほしい。 

常用の「労働者の状況」は、専門性が生かせてハッピーな人がいる一方、専門性

があってもキャリアアップがないため将来が不安だという人たちもいる。登録の

「労働者の状況」は、仕事・企業が選べるためハッピーな人たちがいる反面、正社

員を希望する人たちもいる。 

派遣の「課題」は、ここが非常に問題なのだが、26 業務については、期間の制限

がない。例えば３年勤めた後に「優先的雇用申込義務」が経営側にあるわけだが、

8


平成 18 年第 27 回経済財政諮問会議 



我々はそれを合理的と考えている。他方、26 業務以外は、固定化を防止するために

期間の制限を設けている。期間制限は、物の製造については、現在は１年で来年３

月から３年になるが、それ以上は使ってはいけないということだ。それから「雇用

申込義務」は、期間制限に対する違反の防止のために、期限が終了した時に更に使

おうとする場合には、必ず長期雇用を申し込まなければならない義務があるという

こと。言い忘れたが、26 業務以外の「労働者の状況」は、拘束されずに働いてハッ

ピーだという人たちがいる反面、正社員を希望するという人たちが多い。物の製造

に従事する男性、一般事務に従事する女性が多いというイメージで、このマーケッ

トをとらえていただきたい。 

   次に、「長期雇用の評価」について。我々としては、社会の安定と経済成長の確

保に寄与するという面があると思っている。「雇用の安定の確保」は、中間層の形

成に非常に資している。もう一つ少子化対策ということで、結婚・出産、特に結婚

では、長期雇用されている人たちの結婚率が高い。参考資料３ページの右側の図に

はっきりと表れているが、正規従業員の方が非正規の人たちよりも結婚の割合、有

配偶の割合が非常に多い。それから「企業の国際競争力への貢献」だが、人的資本

の蓄積に資しており、現場の強み・技能の継承にうまくフィットした雇用形態であ

る。 

２ページ目、「多様な雇用形態の評価」だが、これは明らかに経済・社会の構造

変化のニーズに対応してきた反面、働く側にはやや負担になっているということが

ある。現に正社員を希望しながら、実現しないということがある。「多様な雇用形

態にある労働者のニーズ」は、フレキシブルな雇用を望む人も確かにおり、雇用機

会を提供している。それから、Job-Hopping を望む有能な若者や、長期雇用を希望

する反面やむを得ず非正規に甘んじている人たちがいる。「企業側のニーズ」だが、

労務コストの節減、景気変動に応じた雇用調整、あるいは業務量の一時的・季節的

増減への対応ということで非常に便利な雇用形態であり、また、即戦力・能力のあ

る人材を一時的に確保するという意味でも、非常にいい制度であると評価できよう。

これらの、長期雇用あるいは多様な雇用形態に対する考え方を総括して、「当面

の労働政策の方向」を４項目にまとめている。１と２は総論的なこと。第１に「労

働力人口の確保」がある。参考資料の４ページ目にあるように、2004 年から 2030

年までに、グロスで 1,000 万人ぐらいの労働者が減少する。これを労働力率を上昇

させることによりその半分くらいを埋め合わせ、実質ネットでは 533 万人ぐらいの

減少にする。こうした考え方で、これからの労働力の確保を図っていかなければな

らない。このためには、若者、女性、高齢者等の就業率を上げることが課題である。

第２は「誰もが安心・納得して働ける仕組の構築」ということで、労働契約のルー

ル化が必要である。第３に「希望する者が正社員に移行できる仕組みの構築」。第

４は「多様な働き方を希望する者の環境整備」で、多様な働き方を希望する人には、

均衡処遇という形で、労働時間は短いが単位当たりの労働報酬はきっちり確保する

こと等が必要。 

以上が総論である。 

各論として、１つ目は、労働契約法制を新しい法律で制定したい。労働紛争が多

いということ、特に労働契約の終了時についての紛争が多いということがある。ま

た、労働契約期間中に、就業規則で労働条件を変更する場合があるが、それらにつ

いてのルール化も図りたい。 

２つ目に労働時間法制だが、長時間労働で非常に不健康な人も出てきており、こ

れを抑制する。そのためには、割増賃金の率を高めるような制度を設定したい。そ
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れから、先ほど八代議員も言われたが、管理職の下のレベルのホワイトカラーに対

し、休日や健康は確保しながら、労働時間の制度を外して成果主義にしていく。 

それから３つ目に雇用保険制度の見直しだが、これは概ね「骨太の 2006」で決ま

っていることをやる。財政協力の面もあるが、「・企業による子育て支援の促進対

策」は、育児休業の取得率を上げるために、企業が独自に上乗せする時に雇用保険

で応援しようという考え方である。「・年長フリーターの就業支援」は、こうした

ことに企業が協力してくれる場合は、政府としてもこれを助成しようということで

ある。 

（甘利議員） 労働ビッグバンについて、基本的な考え方で２点、各論で４点申し上げ

る。 

基本的考え方の第１点は改革の視点である。長期雇用や年功処遇を中心とする日

本型雇用は、戦後の経済成長の重要な基盤として機能してきたのは事実。今後、我

が国経済社会が変化をする中で、産業競争力の強化につながる生産性の向上と良質

な国内雇用の維持・創出の２つの課題を両立させ得る労働市場改革の実施が必要。

その際、各企業が直面する環境の中で、最も競争力を発揮できる雇用形態を選択し

得る枠組みを整備していく点が重要だと思う。 

基本的考え方の第２点は、モチベーション向上による生産性の向上である。産業

競争力の強化につながる生産性向上には、労働者のモチベーションの向上が重要。

賃金だけではなく、キャリアアップの機会や参加意識の向上などを通じて、働くこ

とが生きがいになるような働き方を実現していくことが課題だと思う。長期雇用制

度は、一人ひとりの労働者が、長いスパンで自分の仕事のあり方や人生設計を考え

られ、企業から長期的視野に立った人材育成を受けられるなどの面で、労働者のモ

チベーション向上に貢献をしている。一方で、転職の機会が過度に制限されること

は、適性に応じた業務に恵まれない社員のモチベーションの低下や、社会全体での

労働力の有効活用の観点から問題がある。一度就職したら二度とそこから離れられ

ないということでは、モチベーションが下がる。転職市場を適切に整備することも

重要で、例えば、春の新卒一括採用とは別途、産業界が中途採用者を定期的に採用

することも一案。私はこれを「中途採用秋の陣」と言っているが、転職をする人が

次なる目標のシーズンを定められる、あるいはフリーターがそれを目指してスキル

アップを図れる素地を作ることは大事である。こうした観点に立つと、行き過ぎた

年功処遇は労働者の自由な転職を妨げる弊害がある。しかし、給与に一定程度の年

功要素が含まれることは合理性がある。過度の年功処遇は生産性の低下をもたらす

可能性が大きい。専門性・生産性を重視した処遇体系への転換も必要。 

各論で４点申し上げる。まず１点目が再チャレンジ。社会全体で人材育成を行う

仕組みの強化である。人的資本は我が国の最大の資源であり、人材育成は社会全体

で取り組むべき課題。若年層に能力開発機会を多く提供するためにも、若年者向け

のジョブマッチング機能の強化は重要。人生の複線化の観点からも、一度社会に出

た者が人生の様々な段階、ライフステージで専門的な教育を受けられるように、大

学や専門職大学院などにおける学び直しの機会を増やすべき。企業における人材育

成は、今後とも労働者の実践的能力やモチベーション向上のために重要。企業は労

働市場で能力に合った者をチョイスしてくれば良いとよく言われるが、これにより、

企業の人材育成が一時低下して、競争力の低下につながった。しかし、人材投資減

税を行ったところ、企業が自分で能力アップを図り競争力が復活したということが

ある。一方で、企業として専門的技能の重要性が高まる中で、自前主義による人材

育成だけでなく、大学等による教育訓練の成果を活用することも重要。 
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各論の２点目は、雇用形態の多様化について。製品のライフサイクルの短縮化な

ど競争環境が激化する中で、我が国製造業が生産のフレキシビリティを確保するた

めに、派遣や請負を活用することには十分合理性がある。一方で、安直に低廉な労

働力を求めることのみを動機とする派遣や請負の拡大は不適当と考える。いずれに

せよ、現在の派遣・請負制度は製造現場の実態と乖離しており、製造業の国内回帰

に水を差しかねない。発注者から請負労働者に対する指揮命令については、以前も

話が出たが、製造現場の実態を十分に踏まえた上で、安全を確保する責任を発注者

が負うことを前提に検討を行うべきではないか。 

各論の３点目は、雇用形態の違いに対して中立的な制度の整備。パート労働者へ

の社会保障の適用拡大は、多様な働き方を容易にすることを通じて、労働供給の増

加や生産性の向上にもつながる可能性があり、中長期的な経済成長の観点からも重

要な課題。一方で、経済に与える影響も非常に大きいので、企業の負担水準や経営

に及ぼす影響についても検討が必要。経済産業省としてもできる範囲で協力したい。

４点目は、外国人労働者の活用。専門的・技術的分野の外国人の受入れの促進は

重要な課題である。そのためには、受入れ環境の整備等に取り組むことが重要であ

り、またＥＰＡ交渉における相手国からの要望等を踏まえ、専門的・技術的分野の

範囲や受入れ制度についても見直しを検討すべき。アジアをはじめとする諸外国の

技術移転に貢献してきた研修技能実習制度については、制度の厳格な管理を徹底す

るとともに、実習生の中で優秀な者に限って、高度な技能習得機会を与える制度な

ども検討すべき。留学生は我が国企業にイノベーションの源泉となる創造性・多様

性をもたらすことから、優秀な留学生の就職促進については検討すべきである。他

方、いわゆる単純労働者の受入れについては、社会的コストの増加等を十分勘案し

た上で、慎重に検討することが必要。 

（丹羽議員） 多様な働き方には多様な対応が必要であり、諮問会議で個々にやると時

間がいくらあっても足りないので、専門調査会等で個別に集中的に議論していただ

くのがいい。今、経営界で一番の深刻な問題は、やはり労働力不足ということ。そ

のため、もちろん生産性の向上などいろいろなことがあるが、少子高齢化対策が非

常に重要。なぜなら、団塊の世代はこれから１年で 200 万人ぐらいずつ定年で辞め

ていくが、入って来るのは大体今の世代で 140、150 万人で、50 万人のギャップが

出てくる。だから、高齢化対策にもう少し集中的な議論が必要。私は、70 歳定年制

を是非御検討いただくのがいいと考える。 

もう一つは、先ほど甘利議員からあった外国人の受入れ問題。研修技能実証制度

では、研修生として３年間勉強してもらい、賃金的にも労働の価値に合ったもので

働いてもらっているわけだが、いつまでも外国人研修生に頼るわけにはいかない。

外国人労働者の受入れをどうするかを是非真剣に考えないと、先ほど述べたように、

労働力不足と競争力の問題からいっても非常に大きなことになるだろう。病院でも

最近は看護師が不足している。この間も、国立有名大学の病院長の方が、そこが一

番問題で、ひょっとしたら病院を閉鎖しなければいけなくなる、と言うほど深刻な

問題になってきている。 

それからもう一つは、201 万人いるフリーターの方々の再チャレンジの方策を打

つことである。 

これらの３つの方策を打たないと、かなり深刻な問題になりつつあるので、是非、

専門調査会で集中的に議論をお願いしたい。 

（山本臨時議員） 労働力人口の将来見通しがかなり減少する中で成長を維持するため

には、少ないながらも若い人たちの質を高めることが最も大事。普通科高校を出て
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大学に行く人はいいが、大学に行かずに就職する人のほとんどが自分の適性を自覚

せずに就職するためすぐに辞めてしまい、その７割がフリーターになっていること

が指摘されており、危惧される。普通科高校における教育、そして適性を自覚する

作業が絶対不可欠だろう。 

日本の社会で最も残念なのは、中小企業に勤めた人たちが転職する時に持ってい

くキャリアが全然ないこと。中小企業においても、当初身につけた技術から、次次

と何かキャリアアップしていく研修システムがないと、いつまでも使い捨てカイロ

で終わってしまう。そこに最も問題があるので、中小企業における職員の研修シス

テムのようなものを援助することが大事だと思う。 

（菅議員） 仕事と育児の両立を図るには何が必要かという中で、情報通信を活用した

テレワークは大変重要。専業主婦では７割の人が働きたいという意向を示している

が、残念ながらテレワーク実施企業は日本では 15％、アメリカでは 70％である。

柳澤臨時議員にお願いしたいが、この労働関連制度は、自由に柔軟に働ける制度に

はまだなっていないので、是非、労働政策審議会の中で、そのような制度をつくっ

ていただきたい。 

（御手洗議員） 柳澤臨時議員が言われた偽装請負の防止・解消について、申し上げた

い。今の請負制度は、ある種のサービス業を前提とした派遣をイメージしていると

思う。ところが、サービス業の請負と第二次産業のメーカーの現場の請負では状況

が非常に異なる。だから、制度を見直す時に、できるだけ幅の広い職種を前提とし

た請負制度を考えていただきたい。 

（八代議員） 柳澤臨時議員は、例えば派遣の期間制限は派遣労働者の固定化防止のた

めに必要ということだが、本当にそうなのか。新しく雇用される人にとってみると、

例えば３年間の派遣が４年である方が、雇用はより安定するが、３年に制限される

ということは、その企業でもっと働きたいと思う人が、法律によって首を切られる

ことになる。派遣期間を制限することで、本当にその人が正社員になれる保証はど

こにあるのか。規制というのは、それが持つプラス・マイナスをきちんと判断した

上で必要になるのではないか。 

長期雇用はよい慣行というのは全くそのとおり。ただ、国が規制しなければ、企

業はあえて長期的視野に立った人的資本の蓄積をしないということはない。そうい

う規制は企業のためからは必要ないはずであり、あくまでも労使の自治によって終

身雇用、年功制を決めればいいのではないか。 

（柳澤臨時議員） たくさん問題点をいただいたが、基本的な点だけ述べると、長期雇

用については規制しているわけではない。長期雇用は、今までの長い日本の労使の

間ででき上がった単なる慣行である。少し誤解があるようなので申し上げておきた

い。 

もう１つは、先ほど労使自治ということを言われたが、労使自治で労使が対等の

交渉ができるかというと、実際の力関係から言ってできない、という考え方で労働

法制ができている。これを全く平等でフリーマーケットでやれるなら、民法でやれ

ばいい。何のために労働法制が制定されたか。最低限の労働者保護規定を設けるこ

とは労働法制の一番の基本なので、そこはしっかり考えていただけたら大変ありが

たい。 

中途採用その他皆さんが言われたことは、基本的に、我々も課題だと考えており、

今度の新しい法制度の改革で対処しようというものが多い。 

また、先ほども申し上げたが、三者構成による労働政策審議会での労働法制の改

廃ということは、是非御認識を賜りたい。労働者、経営者にとって、まさに現場の
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規律をしているのが労働法制であり、それゆえに労使と中立な公益委員の入った三

者の間で実際の法制度が整備されていくプロセスである。諮問会議で御議論いただ

いて、いろいろ教えていただくことは結構だが、その上で法制度の改廃ということ

になると、労働政策審議会の場に持ち込んでエンドースしてもらうプロセスを避け

るわけにはいかない、ということだけは申し上げたい。 

（大田議員）  その点は十分考慮して、諮問会議や専門調査会の議論とうまく連携をと

って進めていきたい。 

○集中審議⑤：再チャレンジ支援・労働市場改革 ３)ハローワーク

（八代議員） 資料「ハローワークへの市場化テストの導入について」を御説明する。

貴重な人材を生かし再チャレンジを進めるためには、官の組織だけではなく民間

の創意工夫を生かして、職業紹介や職業訓練を充実することが大事。ハローワーク

では現在約２万３千人の職員が主として窓口業務を担当しているが、民間の人材ビ

ジネスが発達している今日、本当に公務員でなければ窓口業務ができないのかを考

える必要がある。政府が責任を持って担う無料の職業紹介の機能を担保した上で、

その一部を民間に包括的に委託すれば、求職者や労働者の選択肢が増え、多様なニ

ーズに応えるサービスが提供されるのではないか。 

例えば、ドイツでは国が求職者に職業紹介切符を支給することで、政府の責任で

民間企業による無料の職業紹介機能が維持されている。これは長らく規制改革・民

間開放推進会議等で厚生労働省と議論してきたが、反対する意見としてＩＬＯ88

号条約がある。88 号条約には、国の監督機関の指揮監督の下に全国的なネットワー

クをつくるということと、職業安定組織の職員は公務員でなければならない、と書

いてある。ただ、この条約は 1948 年にできて日本は 1953 年に批准したが、当然な

がら、その頃と社会の状況は随分変わっている。 

最近のＩＬＯでは民間の職業紹介事業が評価されたり、官民協力の必要性が認知

されており、民間による補完が否定されているわけではない。また、日本と同じ 88

号条約の批准国でも民間の知恵を生かすような工夫を行っている国がある。オース

トラリアもそうであり、オランダも 1991 年に部分的に民間開放している。いずれ

も日本と同じＩＬＯ88 号条約の批准国である。その意味で我々民間議員は、以下の

ような提案をしたい。 

市場化テスト導入のために、ＩＬＯ条約の規定は現状のままで、具体的な解釈を

以下のように変更していただけないかどうか。つまり、現行の主要な官のハローワ

ークを維持したままで、その他のハローワークの運営を民間に包括的に委託する。

例えば、東京 23 区では 20 のハローワークとその支部があるが、その一部を民間開

放することは、ＩＬＯ条約に違反しないのではないだろうか。民間開放したハロー

ワークを官が監督する仕組みを整えることで、官のハローワークによるネットワー

クは依然として維持されるのではないか。ＩＬＯ条約は「各地理的区域について十

分な数であり、便利な位置にあること」という抽象的な規定をしており幾つとは言

っていない。したがって、これは条約解釈というより政策判断の問題である。何よ

りもＩＬＯ条約の趣旨は、労働者に対して質の高い職業紹介サービスの提供を目的

としたものであり、公務員の組織や既得権を守るための条約ではないということが

肝心である。 

（柳澤臨時議員） 	 参考資料「労働市場改革について」の 21 ページの右下にあるとお

り、無料の職業紹介であるハローワークは、就職経路において 20.3％の割合である。

残り 80％は、いろいろな形で民間の力を借りて職業紹介が行われている。 
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八代議員が指摘されたドイツのバウチャー制度については、ハローワークで一定

期間求職活動を行い、そこでなお就職の機会を与えられなかった人に国が民営の職

業紹介会社を利用する料金を補助するということでバウチャーを提供している。言

わばハローワークの上に更にそういう制度を置いているということだ。 

オランダの例も、求人・求職の情報の一部を民間の職業紹介機関に供与している

ということである。日本でも、求人・求職の情報、特に求人がそうなのだが、そう

いう情報はハローワークに行けばいつでも見られる形で民間に提供されていると

いうことは明らかである。しかし、求人の中の意外に大きな部分が、求人は秘匿し

たいという条件の下でハローワークに求人しているという実態もある。これは民間

企業間の競争条件の点から、恐らくそういう行動を採っているのだろう。そういう

意味で、求人・求職の情報は、求職の方は個人の情報ということで非常に大事であ

るが、いずれにしてもその一部をオランダのように民間の職業紹介に提供すること

は既に日本でも行われており、目新しいことではないと考えている。 

（丹羽議員） 公務員でなくても、この業務を民間で行えば相当のコスト削減ができる

という部分があり、それが導入の必要性の理由である。ＩＬＯ88 号条約は別に伝家

の宝刀でもなく、ＩＬＯ88 号がこうだからといっても、国として本当に必要なこと

であれば私はやるべきだと思う。現にアメリカは 88 号を批准していないし、他の

国でもＩＬＯ88 号に入っているけれども民営化しているところもある。別にＩＬＯ

88 号に真正面から喧嘩する必要はないが、国として本当に必要なら、やはりやるべ

きではないのか。ＩＬＯ88 号がこうだからというのは、それほどの理由にされなく

てもいいのではないか。 

（甘利議員） 今の柳澤臨時議員の御説明にあったように、ハローワークが担当してい

るのは事実上 20％で、残りは現実として民間開放されているということ、ＩＬＯ条

約を所管する厚生労働省が自らこれに反する行動は採りづらいことはよく理解で

きるので、「民にできることは民に」という政府の基本的な考えと整合性をどう付

けるか、しっかり検討してもらいたい。 

（大田議員）  ＩＬＯ条約についてだが、市場化テスト担当大臣として述べると、これ

は本当に長く議論されてきたことであり、国内でも解釈は分かれている。民間議員

から御提案があった２つの点がＩＬＯ条約に抵触するかどうか、市場化テストの担

当大臣である私の下に私的懇談会を設け、専門家に集中的に検討していただこうと

考えている。 

（塩崎議員） やはり官でなければいけないものと、民でも大丈夫なところがあると思

う。したがって、大田議員が言われたように、ＩＬＯ条約との関係は是非詰めてい

ただきたい。いずれにしても、仮に市場化テストを行うということになる時にも気

を付けなければいけないのは、市場が機能しない部分、労働市場だと例えばローエ

ンドの部分、若者、地方といったところは、まさに再チャレンジの典型的な部分で

あり、なかなか市場メカニズムだけではリソースアロケーション（資源配分）がう

まくいかないかもしれない、ということを念頭に入れて、誤ったメッセージが世の

中に伝わらないようにして調整していってはどうか。 

(大田議員) 今日は３つの課題から労働市場について議論した。 

再チャレンジ支援については、今日の御意見も踏まえて、また山本臨時議員に取

組を進めていただきたい。 

労働ビッグバンについては、内閣全体にまたがる課題なので、専門調査会を設置

して議論を進めさせていただきたい。その際、公労使三者機関の審議が必要である

という点は十分に踏まえたい。 
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（柳澤臨時議員） 先ほどの件で回答させていただきたい。ハローワークに関しては、

私の資料の３ページの最後に書いている。冗長になるから申し上げなかったが、先

ほど八代議員がＩＬＯ第 88 号条約が非常に古い条約だということを言われたが、

実はＯＥＣＤの雇用戦略は 2006 年に一番新しいものが出ている。そこでもやはり

雇用保険と職業紹介が統合された形で提供されることが必要だと改めてコンファ

ームされている。こういう新しい事態もあるので、是非ここでテークノートしてい

ただきたい。 

最後に申し上げたいのは、先ほど塩崎議員が言われたが、ハローワークの職業紹

介は、就職困難者のような人たちを含めて、セーフティネットを提供しているとい

うことが非常にサブスタンスの問題だと思っている。 

（八代議員） ＯＥＣＤの雇用戦略の話だが、大事なことなので一言だけ。我々の提案

は、当然民間も失業給付の認定も合わせて求職と職業紹介とを一緒にやるというこ

とであるから、今の問題とは全く整合的だ。 

それから就職困難者の対応は、実は厚生労働省自身が、すでに民間に委託してい

ることである。長期失業者というのは、就職困難者のことであるから。民間がやる

場合にはインセンティブをきちんと工夫すれば良い。例えば介護保険の要介護認定

のように、就業が困難な人に対してその人をマッチングしたらより高い報酬が出る

というように、うまく制度設計をやれば解決できる問題である。官でなければでき

ないという問題ではないのではないか。むしろ、民間の方がより優れたノウハウを

持って、就業困難者に対応できるということもあり得る。 

（大田議員） それでは、また御報告させていただく。 

労働全般については、専門調査会で制度改革のあり方を議論して、諮問会議にも

御報告をお願いしたい。 

（安倍議長） 労働人口の減少が見込まれる中で、人材の育成、活用なしには日本の活

力、未来もないということははっきりしていると思う。その中で、再チャレンジが

可能な社会にしていく。これは私の内閣の大きな課題であり、方針でもある。当然、

労働市場の改革も必要になってくる。そこで、先ほど大田議員からお話のあった専

門調査会を活用して、諮問会議において制度改革のあるべき方向について精力的に

御検討いただきたい。 

労働法制については、微妙な点について柳澤臨時議員からあった御指摘にも留意

しながら、厚生労働省等の関係省庁とよく調整・連携をして、諮問会議の検討の成

果を関連する制度改革や来年の骨太方針に盛り込んでいただきたい。 

また、再チャレンジのためにも人材を活用していく。困難な時を迎えた人たちに

とっても十分チャンスのある社会にしていくためにも、ハローワークが行っている

ような職業紹介の機能は不可欠と思う。要は、利用している人たちにとっていかに

利便性が高くなるか。利用している人たちにすれば、官であろうと民であろうと同

じことであって、結果が出やすい、利用しやすいというためには、やはり民間の知

恵も取り入れていくことも大切である。また、塩崎議員や柳澤臨時議員から指摘の

あった点に留意するのも当然だと思う。ＩＬＯ条約の解釈など色々な難しい課題も

あるが、知恵を出し合って役立つ機能にしていただきたい。 

柳澤臨時議員におかれては、パートタイム労働者への社会保険適用の拡大につい

ては、精力的に関係者からの意見聴取を行った上で、来年の通常国会への被用者年

金一元化法案の提出と併せ、実現できるように調整していただきたい。そして、パ

ートタイム労働法など再チャレンジ支援を具体化するための法的整備についても、

来年の通常国会に法案を提出できるよう、よろしくお願いしたい。 
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      （以 上）
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