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（開催要領） 

1．開催日時：2006年 12月７日(木)  17:31～19:07 

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   佐 田  玄一郎  内閣府特命担当大臣（規制改革） 

公務員制度改革担当大臣 

 

      草 刈   隆 郎  規制改革・民間開放推進会議議長 

 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）集中審議⑥： 

1) 規制改革 

2) 公務員制度改革 

（２）新中期方針（事項案）について 3.閉会 

 

(説明資料) 

○ 規制改革・民間開放推進会議の活動報告と今後の展望 

（草刈規制改革・民間開放推進会議議長提出資料） 

○ 安倍内閣における規制改革の進め方について（有識者議員提出資料） 

○ 規制改革の推進に向けて（甘利議員提出資料） 

○ 公務員制度改革について（有識者議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 28 回） 
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○ 公務員制度改革の方向性について（佐田臨時議員提出資料） 

○ 公務員制度改革の推進について（菅議員提出資料） 

○ 「日本経済の進路と戦略（仮称）」の事項案 

○ 「新中期方針」について（尾身議員提出資料） 

 

(配布資料) 

○ 規制改革・民間開放推進会議の活動報告と今後の展望（参考資料） 

（草刈規制改革・民間開放推進会議議長提出資料） 

○ グローバル化改革専門調査会の設置について（内閣府） 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから今年28回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   官房長官は国会で尐し遅れておられます。 

   今日は、規制改革と公務員制度改革について御審議いただき、その後、新中期

方針の事項案について御審議いただきます。恐縮ですが、時間が限られておりま

すので、冒頭説明は５分程度としていただけますよう、お願いいたします。 

   では、まず規制改革について、佐田臨時議員から御発言をお願いします。 

 

○集中審議⑥：１) 規制改革 

（佐田臨時議員） 規制改革は、内閣の重要政策課題であるイノベーションの創出、

教育の再生、地域の活性化、オープンな経済社会の構築等を実現していく上で特

に重要な手段です。今後の規制改革の推進に当たっては、こうした内閣の重要政

策課題の実現につながる分野に重点を置きつつ、当諮問会議や教育再生会議等の

関係機関とも密に連携していきたいと考えております。 

   現在、規制改革・民間開放推進会議において、年末の最終答申とりまとめに向

けまして、精力的に御審議いただいているところでございます。詳細については、

この後、草刈議長から御説明いただきますが、私としても会議の検討成果が改革

の実行に結びつくよう最大限の努力してまいる所存であります。更に規制改革に

ついては、残された課題も多く、不断の取組みを続けていくことが必要でありま

す。このため、規制改革・民間開放推進会議の後継組織等についても鋭意検討を

進め、実効性ある推進体制を整備していきたいと考えております。今後とも当諮

問会議の皆様の御支援、御協力をお願いいたします。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、草刈議長からお願いいたします。 

（草刈規制改革・民間開放推進会議議長 以下、「草刈議長」） それでは、資料「規

制改革・民間開放推進会議の活動報告と今後の展望」とについて御説明を申し上

げます。 
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   まず１ページ目の「2006年年末答申概要」ということでございますが、教育再

生、オープンな経済社会の構築、イノベーションの推進、再チャレンジ可能な社

会の構築等、政府の重要政策課題の実現を目指した最終答申のとりまとめに向け

て、ただいま各省との折衝の真最中でございます。主要検討課題としては、教育、

雇用・労働、農業といったところが、特に今回取り上げております。 

特に教育については、一昨日文科省と公開討論等をやって詰めているところで

ございます。今月下旬のとりまとめに向けて残された時間は非常に尐なくなって

おりますが、最後までベストを尽くす所存でございますので、よろしくお願いい

たします。 

   続いて２ページ目、「規制改革・民間開放推進会議３年間の総括」ということで

すが、まず第１に、「主要官製市場の改革」でございます。前身の総合規制改革会

議を継承しまして、医療、福祉・保育、教育、農業、労働等の分野に取り組んで

まいりました。医療では、中医協の改革、混合診療の一部解禁。教育では、学校

選択制度や教員免許等。これらの分野では一歩前進があったと評価しております

けれども、なかなか進まない分野や、当初の想定とおよそ違った状況になってい

る分野もございます。 

一例を挙げますと、幼保一元化を目指した総合施設「認定子ども園」を今年か

らスタートいたしましたけれども、一元化ではなくて「幼保総」の三元化になり

かかっているのではないかという懸念もございます。他の分野も含めて更に強力

な取組みが不可欠だと思っております。 

   第２に、「官業改革・市場化テスト制度の導入」でございますが、官民競争入札

制度、いわゆる市場化テストの正式導入が行われたのが成果ではなかったかと思

っております。当会議がモデル事業の実施を主導いたしまして、具体的な制度設

定をして、この６月に制度がスタートしましたが、制度の本格的な活用、具体的

な官業改革への取組みは、これからが本番という認識でございます。 

   第３に、「特区・規制改革集中受付月間推進」、いわゆる「あじさい月間、もみ

じ月間」と言われるものですが、これは民間の発意に基づく規制改革という観点

から、地味かもしれませんが、大変重要な分野だと思います。金融分野とあじさ

い、もみじと当会議の答申の連携がうまくいった例もございますが、やや小粒に

なってきた、あるいは打率が下がり気味というような批判もございます。再活性

化が必要だと思っております。 

   ３ページ目、「今後の展望」について一言申し添えさせていただきます。現在の

会議は、来年の３月に設置期限が切れますので、これから述べることは後継の組

織を設置される内閣に対するお願いであるとともに、後継組織を担うことになる

委員の皆さんへの熱いメッセージだというふうに受け取っていただければと思い

ます。 

   まず、「後継組織の在り方について」でございますが、これから申し上げる５点

については、エッセンシャルな事項であり、後継組織においても是非とも担保し

ていただく必要があると考えております。１つ目は、委員構成に関する点でござ
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います。岩盤のごとき抵抗の下で働くわけですが、改革の成果を上げていくため

には、改革の強い志を共有する民間委員のみで構成される必要があります。 

   ２つ目は、その活動領域の問題でございます。この組織を構造改革・新成長経

済の要として捉えるとすれば、広範な活動範囲を許容して規制改革の矮小化の動

きはブロックをしなければいけないと考えております。 

   ３つ目は、改革関連の諸組織との連携強化でございます。こういう改革に向け

ての会議は、私ども以外に、行政減量・効率化有識者会議、市場化テスト担当を

する官民競争入札等監理委員会、特区評価委員会等がありますが、これらの組織

のミッションは截然と切り分けられるものではありません。相互に密接に関連、

補完し合う関係にございますので、組織分断を許さないためにも連携はますます

重要であると考えております。 

   ４つ目は、これを支えるサポート体制でございます。諸々の抵抗を排除して成

果を上げるためには、総理をはじめ政府・関係各位の力強いサポートこそが最大

の武器であることは申すまでもありません。是非ともよろしくお願いいたします。 

   ５つ目は４つ目との関連で、95年の規制緩和小委員会からずっと流れで継続し

踏襲されてまいりました答申時の「最大限尊重閣議決定」及び３か年計画改定時

の「閣議決定」。これは会議の獲得した成果に対するいわば政府の‘お墨付き’で

ございまして、これは不可欠なものだと思います。この一里塚があってこそ、初

めて改革が進展していくというのがまさしく私の実感でございます。後継組織に

おいても、是非閣議決定の継続付与を確保していただきたいと思います。 

   次に「推進すべき主要課題」を２つに分けて申し上げております。１番目は成

長加速のエンジンルームとしての当会議、その取組みという切り口。２番目は国・

地方の財政健全化に資するという観点からの切り口でございます。前者について

は、未だ成果が不十分である官製市場改革の深化・加速及び官業の民間開放、経

済的・社会的規制の更なる緩和・撤廃でございます。この場合、重複行政、縦割

り行政の見直しも当然含まれてくる。後者についていえば、独立行政法人を含む

公的諸法人の総ざらいと、その出口としての特別会計への切り込み及びその他官

業改革による国・地方の資産や行政コストの圧縮も当然視野に入ってくると思っ

ております。それらの課題に対する後継組織の取組み方針については、来年の骨

太方針に盛り込んでいただき、夏以降の実現化に努力を行うことが望ましく、骨

太方針策定のサイクルを考えた場合、後継組織については、できるだけ早く実質

的な活動を開始することが必要だと考えております。 

   私からの御説明は以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、有識者議員からお願いいたします。 

（八代議員） それでは、有識者議員を代表いたしまして発言させていただきます。 

「安倍内閣における規制改革の進め方について」という民間議員ペーパーを御

説明いたします。内閣が掲げる「新成長経済」への移行を支える大きな柱として、

規制改革がございます。イノベーションが産業の生産性を高めるためには、そう

したイノベーションを想定していない規制が撤廃されなければならないわけです。
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また、人材や資金が、生産性の低い所から高い所に円滑に移動するためにも、規

制改革に基づく労働市場の効率化が必要であります。また消費者ニーズが企業の

商品開発力に結びつき、生活の質向上と企業の成長との好循環を生み出すという

ことが大事ですが、そのためにも自由な市場が必要になっております。もちろん、

政府の関与が不可欠な分野も多いわけですが、その場合においても、規制が必要

最小限に限定される必要があるのではないかということです。 

   安倍内閣の誕生に伴い、規制改革も引き続き官邸主導で強力に推進されること

で、草刈議長がおっしゃいましたように、岩盤のような規制が「離陸期間」の２

年間に改革されることが必要だと考えます。 

   第１に、「安倍改革を実現するためにとくに重要な規制分野」でございますが、

①の「生活の質を高めるための規制改革」では、医療と保育があるかと思われま

す。医療については、ＩＴ化の徹底化と医療の標準化で医療の質を向上させる。

また診療報酬の包括払い化で、無駄な医療行為を防止することは、利用者にとっ

ても大事なことではないかと思われます。 

保育も現行の事実上の措置制度から、利用者が保育所を選択し直接契約する仕

組みの構築で保育所間の競争が促進されれば、利用者の選択肢が拡大されるので

はないかということでございます。 

   ②の「再チャレンジを可能にするための規制改革」でありますが、労働分野で

は、多様な働き方に対応した雇用契約の弾力化、派遣労働の改革を含む労働ビッ

グバンが非常に重要ではないだろうか。 

教育では、公立学校についての教育バウチャー、高等教育の多様性の促進等で、

いつでも利用者の選択肢を拡大させるということが大事かと思われます。 

   ③の「オープン型社会のための規制改革」ですが、日本から外国に向かう直接

投資の水準は、ＧＤＰ比で9.1％と非常に高いわけですが、他方で対内直接投資の

水準はＧＤＰ比2.4％と非常に低く、しかもその格差は拡大しております。このよ

うに対内直接投資の水準が低いのは、日本に特有な参入障壁があるのではないか。

それは単に外国から説明を求められるだけではなく、それだけ国内の雇用機会を

失っている面もあるわけでして、是非撤廃する必要がある。例えば、医療、教育

等の分野で株式会社の参入が規制されているというのも、その一つではないかと

考えます。 

   それから国内市場の国際的な開放のためにも、農業の問題、特に農地の集約化、

企業の農業経営参入等による農業の効率化は非常に重要ではないかと思われます。 

   第２に、規制改革・民間開放推進会議の後継組織である「新組織における規制

改革の進め方」が非常に重要ではないかと思われます。速やかに後継組織を立ち

上げて４月を目途に重点項目とその方向性を明確にし、「骨太2007」に規制改革の

基本方針を示すべきと考えます。 

    草刈議長もおっしゃいましたように、議長の強いリーダーショップの下で、民

間委員主導の強い組織にするべきでありますし、また事務局も民間の知恵を最大

限に活用するような体制にする必要があるのではないか。また、規制改革は、官
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業改革と切り離せるものではないわけでして、今後とも一体的に進める必要があ

るのではないか。規制改革のための後継組織は、規制や官業改革の重要な手法で

ある構造改革特区や公共サービス改革法等と密接な連携を図る必要があると考え

ます。 

    以上でございます。 

（大田議員）  甘利議員からお願いいたします。 

（甘利議員） 資料「規制改革の推進に向けて」を御説明します。第１に「基本的な

考え方」ですが、尐子高齢化という逆風の中で、イノベーションによる生産性の

向上を通じて、我が国経済の成長を実現していくことが重要である。規制改革は、

イノベーションを促進し、各産業の生産性向上に貢献する重要な手段である。 

   しかし、規制改革は「光」と「影」の両面を持っている。その結果について、

きちんと評価する「モノサシ」を作り、その評価を国民にわかりやすく伝えるこ

とが重要である。規制影響分析において事後評価を推進していくことが必要。規

制の影響分析の事前評価は、今年度中に義務づけられる予定でありますけれども、

事後の影響のモニタリング、事後検証は今後の課題である。過去のものをきちん

と評価すべきではないか。そのための「モノサシ」を作るべきと思っております。 

   規制改革の「光」は、イノベーションを促して新しい事業や市場を生み出す面

でありますし、「光」の効果の大きな規制改革を大胆に進める。一方で規制改革の

「影」の部分は、賃金低下及び安全性への懸念等がありますから、国民の理解を

得つつ慎重に進めるべきと。「影」の部分を軽減するために、人材のスキルアップ

を後押しするという補完的な政策も必要である。一般的に言われている規制改革

の「影」は、例えば、耐震強度の偽装問題、タクシーなど。タクシーについては、

規制改革がなければ失業していた人を拾い上げたという「光」の効果の部分と、

既存の運転手、現に従事していた人たちの待遇がかなり低下をしてきたという

「影」の部分も持っているということであります。 

   規制産業と非規制産業の生産性についてＴＦＰの上昇率を比較しますと、規制

産業の方が年率約0.6％低いわけでありまして、総じて言いますと、規制の存在が

イノベーションを阻害することが多いことを示唆しているのではないか。 

   既存の規制体系を飛び越えるほどの独創的なイノベーションについては、規制

等が無いことが逆に新たな事業活動を排除する「完全規制」になっている例があ

ります。この場合、合理的なルールや基準を設けることによって、その産業化を

実現しうる場合も多いですから、過剰規制にならないよう留意しつつ、新たな合

理的ルール・基準の設定が必要である。 

   最後のページに、新たな合理的ルール・基準を必要とするイノベーションの例

として、「再生医療」、「サービスロボット」について挙げております。再生医療と

いうのは、自分の細胞を増殖して後で移植をするため拒否反応が全く出ないとい

うものでありますが、従来の医療では想定していなかった分野であるため、ベン

チャー等の技術を生かそうにも実用化ができない。医療法、薬事法の制約があり

ます。また病院の中でなければできないとか、医者が実質管理をしなければなら
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ない等の制約があります。医者はこの分野素人なのに、素人がプロの管理をしな

いとやってはいけないというような変な話になってしまっていて、事実上進んで

いかない。 

   サービスロボットは、自動的に上から下まで移動して、深夜オフィスをきれい

にしてくれるというロボットです。ロボットが移動する場合には、エレベーター

に信号を送って自分で乗り込んで次の階で下りて、掃除をし終わったら、また次

の階に移動する。こうしたことは、建築基準法に基づく検査に想定されていない

ので、エレベーターと連動ができないのです。放っておけば、これはロボットに

階段を上らせるしかないということになりかねないということですから、そのよ

うな想定していなかったイノベーションが起きたところにおいて、規制がないこ

とが逆に「完全規制」になってしまっている。そこで合理的なルールや基準を設

けないとイノベーションは起きてこない。実際に実用化されないということにな

ります。 

   第２に、「サービス産業生産性改革」でありますが、サービス産業は、ＧＤＰの

約７割を占めています。将来的な市場拡大が見込まれるところであります。米国

等と比較をしますと生産性は総じて低く、生産性引き上げ余地が大である。数多

くの中小企業を抱えていて、地域経済においても重要な地位を占めているという

ことから、我が国経済へのインパクトが大きくて、潜在成長力を高めるためには、

サービス分野の規制改革に重点的に取り組むべきである。 

製造業とサービス産業の生産性伸び率格差の一覧表を見ると、日本は、製造業

は極めて生産性の伸びが高いが、それに比べてサービス産業の部門では極めて低

い。どこの国でも製造業とサービス産業の生産性の技術格差はあるのですが、日

本はその格差が極めて過大であるということでありまして、規制改革・民間開放

推進会議の後継組織には、以上のような視点からの検討も期待をしております。 

   以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、自由討議に入りたいと思います。

丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 規制改革は大変に難しい分野でありまして、相当努力をされてきてい

ると思います。いよいよこれから草刈議長の下で、岩盤のような大変難しい規制

にこれから差しかかってくると思います。先ほど甘利議員が言われましたように、

日本でこれから成長を遂げていくためには、労働生産性が最も低いサービス産業

を何とかしなければなりません。その中でも、運輸・物流の分野が非常に低いと

いうこと。特にアメリカに比べると低く、港湾などの様々な問題、あるいはまた

医療のサービスの分野においても岩盤のような規制があります。これを改革しな

いと、恐らく日本の産業の成長は相当阻害されるだろうとに思います。 

   したがいまして、課題は山ほどございまして、今後、草刈議長の会議でも相当

たくさんの規制改革に挑戦をしていただかないといけないと思います。全部一度

にできませんので、民間議員ペーパーでは、２年間に改革をできるだけお願いし

たいとしております。来年度から、新しい組織において最重点分野をピックアッ
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プしていただく必要があるだろう。私としては、サービス産業、特に甘利議員御

指摘の、ＧＤＰ比７割を占めるサービス分野、特に運輸・物流関係に是非重点を

置いてお願いしたいと思います。 

（大田議員）  佐田大臣、草刈議長と民間議員から来年の骨太に規制改革のことを盛

り込んでいく、そのために後継組織を速やかに立ち上げて、４月ぐらいに重点項

目を決めてはどうかという御提案がありましたが、それについてはいかがでしょ

うか。 

（佐田臨時議員） 今言われたとおりでありますけれども、民間議員の御意見をいた

だきながら、草刈議長を中心に御審議を賜りたいと思っております。その中で、

安倍政権に変わって、まさに所信表明の中で言われたことを、１つ１つ重点を置

いて深堀し、規制改革を進めていきたいと思っております。この３年間、草刈議

長にもお世話になり、処理したものが今のところ1,350項目中570であります。残

された分にプラスして、新しい後継組織の下で、次の骨太方針までにまた増えて、

千数百と相当の数になろうかと思いますけれども、これにつきましてもしっかり

と議論して、骨太方針に間に合うようにしっかりと結論を出していきたいと思っ

ております。 

（草刈議長） 今のお話のとおりですけれども、できるだけ早く後継組織を立上げて、

次の会議の方針を、明快に、新しい委員と時間をかけてじっくり議論して、そこ

で１か月後ぐらいに決めてしまう。運動方針を決めた上で実際の活動を始めませ

んと、いくら骨太方針に書いても抽象論になってしまうので、長い活動期間をと

るためには、できるだけ早く基本的な物の考え方とスケジュール、テーマを決め

ていくべきではないかと思っております。 

（大田議員）  ありがとうございました。規制改革は安倍内閣において大変重要な柱

である。後継組織をなるべく早く立上げて、「骨太2007」に盛り込んでいくという

点では合意がとれました。諮問会議としても、その方向で新しい会議とも連携を

とって進めていきたいと思います。その際、重点分野としてはサービス分野が重

要であるということ、それから規制改革の影響、特に事後評価を重視していくと

いう御発言がありました。 

   総理から何か。 

（安倍議長） この規制改革をずっと進めてまいりましたけれども、相当程度進んで

はいたのですが、やはり草刈議長がおっしゃったように、まだまだ残っている分

野は今までなかなかできなかった分野であり、できなかったのには、それなりの

理由もあったということなのでしょう。国際競争に勝ち残っていくためにも、ま

た、経済活性化のためにも、更にこれから難しい規制改革を進めていくことが重

要ですから、ひとつ草刈議長にも大変御苦労をおかけいたしますが、よろしくお

願いいたします。 

（大田議員）  それでは、ここで草刈議長は退席されます。ありがとうございました。 

 

（草刈議長 退室） 



 
平成 18年第 28回 議事録 

 

 9 

 

○集中審議⑥：２）公務員制度改革について 

（大田議員）  それでは、公務員制度改革について御審議いただきます。佐田大臣に

は、引き続き御参加いただきます。 

   それでは、まず有識者議員から御説明をお願いいたします。 

（丹羽議員） 民間議員ペーパー「公務員制度改革について」を説明させていただき

ます。 

   公務員制度についても、前回の諮問会議で検討をいたしました労働市場改革（労

働ビッグバン）と整合的な改革が必要であります。オープンな公務員制度を確立

し、官民の優秀な人材が幅広く参加する新たな政府を、国、地方ともにつくって

いく必要があるわけであります。また、「天下り」や、過度の身分保障、年功賃金

などを見直し、イコールフッティング、民間並みの合理化を実現しなければなら

ないと思います。他方、優れた国政には、優秀な行政官が必要であります。人類

数千年の歴史の中においても、良い政治と良いリーダーの下には、必ずよい行政

官がいたわけであります。メリハリの効いた給与体系を構築し、優秀な人材を確

保・育成・処遇をしなければならないと思います。 

   公務員制度改革について、特に重要なのは、以下の点であります。公務員制度

改革担当大臣におかれては、これらの点を踏まえて検討を深めていただき、来年

早々にも経済財政諮問会議に御報告をお願いしたいと思います。なお、地方自治

体についても、同様な取組みが必要であります。 

   １つ目、「新たな公務員人事の方向性について」（「中馬プラン」）については、

３ページの（参考）を御参照いただきたいと思います。この方向性における官民

間の人材移動を抜本的に拡大する、という方向性は重要であります。ただし、以

下の点を修正して制度設計をする必要があると思います。 

   第１に、国家公務員制度全体をパッケージとして見直すことにより、国家公務

員の再就職を「天下り」ではなく、その能力や技術を活かした通常の転職とすべ

きであります。特に、利益誘導や省益追求の背景となってきました各省庁による

再就職斡旋を禁止すべきであります。 

   尐し補足いたしますが、公務員制度の最大の問題は、仕事の発注などの利益誘

導とセットになった再就職斡旋にあらわれております。こうした行為は、納税者

から見ますとあってはならないことであります。再就職斡旋は、早期の勧奨退職

とセットになっており、公務員の人事システムに深くビルトインをされておりま

す。再就職斡旋をしなくても済む状態にするということを明確に打ち出して、公

務員制度全般の改革に取り組まなければならないと思います。併せて、円滑な転

職を可能とする環境整備を行うことも重要であります。具体的には、一定の再就

職準備期間や、希望者は定年まで働ける年功賃金的性格の薄い給与制度であるス

タッフ俸給表を創設する。また、政府全体で一元化された窓口で、民間の再就職

支援サービス等と連携して、公務員の希望と求人をマッチングさせることが必要

であります。現在の人材バンク機能を２年間程度の移行期間内に強化をすべきで
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あります。若い時点から官と民の垣根を低くするキャリアシステムを構築し、大

学・民間等でも活躍できるようにすべきであります。 

   第２に、現行の２年間の再就職規制の完全な撤廃には、２年程度の経過期間を

設け、その間に新たに導入する行為規制を厳しく執行して、その定着を図るべき

であります。 

   第３は、現在の「国と民間企業の間の人事交流に関する法律」は、一時的な交

流を想定した法律となっております。これを抜本改正し、官民間の人材流動化の

障害になっている給与・年金・退職金などの諸制度を官民のイコールフッティン

グ実現の観点から見直すべきであります。 

   具体的には、公務員の賃金や退職金の勤続年数に比例した上昇ペースを抑制し、

民間への転出が著しく不利にならない状況を整える、民間の優秀な人材の受け入

れの障害とならない給与制度などであります。 

   ２つ目は、国際比較も勘案しつつ、警察、自衛隊等を除く国家公務員、地方公

務員に対して労働基本権を付与する方向で真剣に検討すべきであります。それに

伴い、人事院、人事委員会もその存廃を含めて検討し、民間と同様の労使協議制

を導入することを検討してはどうかと考えます。併せて、公務員の民間の身分保

障をなくすとともに、公務員を雇用保険の対象とすべきであります。また、現在、

公務員の給与水準の決定に当たっては、国や自治体の財政事情を勘案することに

なっていないことから、その見直しを行うべきであります。また、地域に勤務す

る公務員について、地域の民間の給与水準の反映が十分とは言えないことから、

その見直しも必要であります。 

   ３つ目は、公務員の育成についてです。多様化・高度化する国民のニーズに的

確に対応する意欲溢れた公務員を育成するには、年功序列システムを壊し、能力・

実績主義を重視して、年齢にかかわらず優秀な人材を登用・処遇する人事・給与

制度へと移行すべきであります。その際、国際機関で活躍できる人材についても

積極的に育成し、適切に処遇すべきであります。 

   私からは以上であります。 

（大田議員）  では、佐田議員から御説明をお願いいたします。 

（佐田臨時議員） 大変切り込んだ御意見で感謝申し上げます。民間議員の方々から

貴重な御意見を御提言いただきました。まず基本的な考え方を御説明するととも

に、民間議員の提案について若干コメントをさせていただきたいと思います。 

   資料「公務員制度改革の方向性」をごらんいただきたいと思うのですけれども、

グローバル化、高度情報化、尐子高齢化など経済社会の変化が著しくそのスピー

ドも早いということで、こうした時代・環境の変化に対応するため、行政の在り

方も変化が必要であります。このために、行政改革は不断の努力を必要とするが、

行政の運営を担う公務員制度も改革を行う必要があります。公務員制度の改革に

当たっては、公務員の天下り等に対する国民からの厳しい批判に応えまして、国

民の信頼を再構築することや、公務員が時代・環境の変化に対応できる能力を向

上できるよう、人事制度を整備することが目的となっていなければならないと考
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えるところであります。こうした観点から、具体的検討項目を列挙したところで

あります。 

   まず、公務員の再就職管理についてでありますけれども、公務員の再就職管理

の適正化を図るためには、公務の公正性に対する国民の信頼に疑念を生じる行為

を厳しく禁止して、ルール違反は厳格に処罰していく必要があると考えておりま

す。このため、行為規制の導入、監視機関の設置が必要と考えているところであ

りますけれども、新たな規制は実効性のあるものであることが必要であり、その

実効性を確認するためにも、暫定期間を設けまして、その間、現行の２年間の再

就職禁止の規制も残すこととしたいと考えております。こうした措置により、予

算権限等を背景とするいわゆる押し付け的斡旋による再就職は根絶したいと考え

ているところであります。 

   次に、公務員の人事管理については、勤務成績をしっかり評価する制度が確立

されておらず、能力・実績に基づいた人事管理が徹底されているとは言い難いと

ころであります。このため、現在試行中の人事評価制度について確立を図るなど、

能力・実績に基づいた人事管理の徹底が必要であると考えているところでありま

す。 

   公務員の労働基本権の問題については、付与の可能性を含め幅広い観点から検

討を行う必要があると考えており、現在、行政改革推進本部の下に置かれている

専門調査会で御議論をいただいているところであります。 

   また昨今、公務員の不祥事等がいろいろ起こっていることもあり、公務員の分

限処分の見直しについても検討を進めていきたいと考えております。 

   最後に、官民交流について、官民間の人材移動を抜本的に拡充できるよう、官

民参加の協議会の設置など、交流の支援体制の整備の検討を進めるとともに、政

府全体で一元化された窓口で、透明性のある再就職支援の仕組みである人材バン

クについても、抜本的強化が必要と考えているところであります。 

   こうした事項について現在検討を進めており、まとまったものから早期に具体

化していきたいと考えております。 

   また、民間議員ペーパーの基本的な考え方には共鳴できる点が多いところであ

り、若干コメントをさせていただきます。民間議員から再就職の組織的斡旋禁止

について御提案があったことは、謙虚に受け止めたいと思っております。なお、

再就職の斡旋で本当に問題となるのは、予算・権限等を背景とするいわゆる押し

付け的斡旋による再就職でありまして、それについては、先ほど申し上げたとお

り根絶を目指すということであります。一方、企業、団体等からの要請や紹介に

応じて行われる斡旋、仲介等を一切禁止すると、民間側にとって人材活用の道を

閉ざすことになり、慎重な検討も必要と考えるところであります。 

   また、身分保障の撤廃による雇用保険加入については、財政負担の増加を招く

こともあり困難な面があると考えるところであります。さらに、現行制度の下で

は、勤務成績不良の場合など本人の意に反して分限することが可能となっていま

すけれども、昨今公務員の不祥事が続いていることや、民間とのイコールフッテ
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ィングの観点から、より柔軟に発動することが可能となるよう手続や基準を見直

していくことが必要と考えております。人事院規則の運用についても、ハードル

を尐し下げるという考え方であります。 

   以上のような考え方で、関係大臣との調整も含めて更に検討を進め、公務員制

度改革の方向づけを行いたいと考えているところでございまして、御理解、御協

力をお願いする次第でございます。 

   以上です。 

（大田議員）  それでは、菅議員からお願いいたします。 

（菅議員） 資料「公務員制度改革の推進について」を御説明します。総務省として

は、現行制度の枠内で見直しを進めつつ、行政改革推進本部と連携協力しながら

全力で取り組んでいきたいと思っています。現在の取組みの状況を御説明させて

いただきたいと思います。 

   「１ 再就職管理の適正化」であります。早期退職慣行の是正については、幹

部職員の退職年齢を５年間で３歳以上高くすることを目標として取り組んでおり

ますけれども、これまでの３年間で退職年齢は1.4歳高まっております。更に努力

をしなければ、目標の達成はできない状況であります。また、能力・適性に応じ

て定年まで働ける複線型人事管理を実現するため、専門スタッフ職の俸給表の新

設ついて早急に検討を進めるよう、人事院に要請しているところであります。内

閣官房と連携しつつ、各府省の組織を推進し、専門スタッフ職への移行を計画的

に図ってまいりたいと思っております。 

   一方で、労働市場の流動化、社会全体での人材の活用等の観点を踏まえれば、

公務員の再就職斡旋自体すべて廃止するということについて、私は一律に廃止す

ることは適切ではないと考えています。要は公正で透明なルールを確立すること

が重要であり、厳格な行為規制の導入等により、権限、予算等を背景とした押し

付け的な再就職を根絶する一方で、国家公務員人材バンクについて、民間事業者

を活用するなど抜本的な強化を図り、透明性ある再就職支援の仕組みにしていき

たいと思っています。 

   「２ 能力・実績主義に基づく人事管理」であります。能力・実績主義に基づ

く人事管理の基盤的ツールとして、新たな人事評価システムの構築が不可欠であ

り、人事評価の試行を実施中であります。国家公務員の職場、職種には多様なも

のがありますけれども、新たな人事評価制度が現場に根付くことになるよう、本

格的実施に向けてスピード感をもって取り組んでまいりたいと思います。 

   「３ 官民交流の更なる推進」であります。官民を問わず、優秀な人材を登用

していくことが重要です。官民人事交流法の他、任期付き職員法や中途採用制度

等、様々なスキームを活用して登用を拡大していきたいと考えています。官民交

流の拡大には、一方の当事者である経済界等の協力も不可欠であり、国・経済界・

有識者からなる「官民交流推進協議会」を立ち上げ、政府全体として推進体制を

整備して計画的に官民交流を推進していきたいと思います。 

   「４ 地方における改革の推進と支援」であります。国における取組みを踏ま
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えつつ、地方公務員制度についても改革を進めていくことが必要であると考えて

おります。人事評価に関しては、先進的な取組みを進めている地方公共団体もあ

り、先進事例の紹介を行うとともに、人材育成や人事評価に関する情報提供を行

うなど、地方公共団体における評価制度の円滑な導入を引き続き支援をしてまい

りたいと思います。 

   さらに先ほどのスト権の問題でありますけれども、これは現在、行政改革推進

本部の中で、労働界を含む委員からなる専門調査会で議論されています。幅広く

大所高所に立った議論を十分尽くす必要があり、まずは専門調査会の議論を見守

ってまいりたいと思っております。 

今、私どもが行っている現状について、御説明をさせていただきました。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは自由討議に移りたいと思います。伊

藤議員、八代議員。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパーを補足しつつ新しい論点を入れたいのですけれども、

１点目は、我々が提案しているのはパッケージで見直すということで、部分改革

ではないのです。なぜ押し付け的な再就職斡旋が起きるかというと、ある幹部を

登用した時にそれと同期の者を全部外に出さなくてはいけない、あるいは勧奨退

職で早めに出さなくてはいけないということで、どうしても斡旋したいというこ

とが出てくるらしい。これは、定年まで勤められる制度を導入すれば、一部解決

するわけです。ただ、こうすると実際に一番働けるときに働けない。つまり昇進

全体が遅くなってしまい活力が失われるということがあるわけです。 

   そこで我々が提案しているのは、「３．」にあるように、とにかく年功序列は破

壊する、能力のある人は早く昇進させるということを提唱している。人事評価シ

ステムを構築する能力・実績に基づいた人事管理の徹底は、佐田大臣からの資料

にも出ているわけですけれども、恐らく我々の考えているものとはちょっと違う

のではないか。我々の考えているのは、課長で非常に能力があれば、局長にすぐ

飛び級していいではないかと。こういう人たちは能力があるわけですから、再就

職斡旋は必要ないわけです。したがって、そういう飛び級的な昇進システムを導

入することによって活力を生みつつ、いや、もうちょっと遅くていいという人に

は定年までいていただくということが重要で、一律的に定年を延長するとか、勧

奨退職の年齢を引き上げるというのは，私は好ましくないと考えております。 

   ２点目ですけれども、主張する外交ということを実践していくためには日本人

に国際機関に行って活躍していただきたいと思うわけです。例えば、国際機関の

トップがどういう経歴の人かといいますと、政治家か国家公務員の事務次官級あ

るいは局長級を経験した人がほとんどなのです。ＩＭＦとＯＥＣＤのトップは今、

経済大臣、財務大臣を経験した人がなっている。それから世銀、ＷＴＯは、それ

ぞれの国の官僚のトップを経験した人がなっているわけです。 

したがって、こういった国際機関のトップに、もし日本人を送り込みたい、国

際機関の政策決定に日本が重要な役を果たし、日本のフィロソフィーを反映させ

たいということであれば、早めに官僚を昇進させ、局長あるいは事務次官、財務
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官を経験させ、国際機関に送り出すということをしないと、実際に実現できない。

国際機関の過去３代15人を調べたのですけれども、平均就任年齢は58歳です。例

えば日本の国内で55歳ぐらいまで勤め、局長になるまで待たせたとするとワンチ

ャンスしかない。５年、10年の任期を持っている国際機関の人たちですから、い

つオープニングがあるかわからない。できれば50歳ぐらいで卒業させて国際機関

に送り出し、そのチャンスを窺うというシステムを構築しないと、国際機関にお

ける本当に主張する外交というのはできない。是非年功序列を打破し、有能な人

材を早く登用する、評価が高ければ課長から局長まで飛ばすというくらいの大き

な改革を我々としては目指すべきだと考えています。 

（大田議員）  それでは、八代議員、尾身議員、塩崎議員、甘利議員。 

（八代議員） 先ほど丹羽議員が言われましたように、国民の視点から見て現在の公

務員制度の問題点が一番大きく現れているのが仕事とセットで再就職を斡旋する、

いわゆるお土産付きの再就職斡旋であります。これを根本的に変えないと公務員

制度全体の改革にならないのではないかというのが民間議員ペーパーの提言です

が、佐田大臣はその点については合意されていると考えていいでしょうか。 

   そういうのは当然だめだけれども、一方で予算とか権限を背景にしない再就職

斡旋ならいいのではないかというお考えだと思いますが、仮にそういうお土産が

全くないような再就職の斡旋であれば人材バンクでやっても同じことではないだ

ろうか。むしろその方が各省の人材を集められますから、より効率的ではないで

しょうか。なぜお土産付きでないものまで各省がやらなくてはいけないのか、と

いう点がちょっとわからないので教えていただければと思います。 

（大田議員）  それは後からでもいいですか、まとめていろいろ御意見出ると思いま

すので。 

   では、尾身議員。 

（尾身議員） この民間議員のペーパーについて、基本的なところはいいと思ってお

りますが、パッケージという中で、いわゆる就職の斡旋をやってはいけないとな

っております。私はこれは非常に問題だと思っております。 

まず、官庁も企業もほとんどが定年は60歳ということになっております。とこ

ろが、年金受給は65歳からになっており、５年のギャップがある。平成12年に東

京大学は教授の定年を65歳にするということを教授会で決めているわけです。何

年かの経過期間がありますけど、私はこういうことは東京大学として非常におか

しいと思っております。そういう中で公務員が60歳で辞めて、65歳までどうやっ

て暮らすかといったら、現実問題としては何らかの仕事をせざるを得ない。 

   それから民間の状況も調べてみました。大部分の企業は定年が60歳になってい

ますが、実を言うと、50歳から55歳ぐらいの間にほとんど子会社に行かせて、100 

人に１人か50人に１人ぐらいが本社に残って、55歳で本社に残る人は本社の役員

になる。役員になると定年が尐し延びますから、例えば65歳とか70歳、あるいは

もっと上まで本社の役員でいる、ということになっているわけです。では50歳か

ら55歳までどうやって会社の50人のうち49人を外へ出すかというと、ほとんどが
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子会社に出しているのです。あるいは子会社的な取引先に出している。そうする

と、その会社のいろんな取引の力や、本人の能力もあるかもしれませんが、ほと

んどそうやって人事当局が斡旋をして就職をしてもらっている。その結果として、

人事の交流というか新鮮さが保たれ、そして何人かの人が残って本社の幹部にな

る。 

    公務員の場合も、事務次官の年齢が大体56、７歳です。55歳は１人しかいない

のです。50歳ぐらいからどこかに転出していただかないと、次官級の人ばかり20

人も30人もいても給料ばかり高くてポストがないわけですから、システムそのも

のの新陳代謝が図れない。したがって、そういう人たちを途中で転職をさせなく

てはならないというのが、組織として、もっと言えば公務員制度全体、国全体と

して必要だということになっております。 

もしこれをやらないで、60歳まで全員役所にいればいいではないかというが、

給料を下げたり、窓際に並べておくわけにいかないし、現実問題としては50歳か

ら55歳ぐらいの間に必要な転職をしてもらわなければならない。しかし、それを

強制する権限は役所にはありません。そうするとどうなるかというと、人事当局

がしかるべきところに斡旋をする。ただし、その斡旋が権限をバックにして癒着

を招くような斡旋はいけないと思います。しかし、60歳まで全員を役所に置いて

おくことは現実問題としてできない以上は、新陳代謝をするためにはそういうこ

とをやらなければいけない。その時に全く斡旋を抜かして、人材派遣会社のどこ

かに頼んで自分で勝手に就職しろよといったら、現実にどういうことになるかと

いうと、50歳になったら役所の仕事を公平、公正、中立でやらないと思います。

何とか今から10年間のうちに就職をしなければならない。そうすると、どこかに

恩を売って、最後の５、10年間は必死で恩を売って、お金をもらわなければいい

わけですから、職責の中で恩を売り、そこで後で就職しようということになるに

違いない。そうすると公務員制度の一番根幹である中立性、公正性や、国家のた

めに働くということが最後の10年ぐらいはなくなってしまう。そしてまた、同時

に将来55歳までしか実質的に保障がない状況で、もう一遍必ず自分で就職を見つ

けなければならないという状況になった時に、本当に公務員に最高級の人材が来

るかどうか、私は極めて疑問です。 

   ですから、そういう意味で実際の企業への再就職斡旋のやり方、癒着はいけな

いけれども、公務員に高い志を持って来てもらって、役所にいる間は純粋に中立

的に天下国家のことを考えてやってもらう人材を採るためには、現実的にはそう

いうことを考えてあげなければ、いい人が来ません。机の上で考えていることと

話は違うわけですから。 

それぞれの人の人生が決まって、これを形だけで斡旋をやってはいけないと決

めたら絶対に日本の公務員制度は崩壊をする。もっと言えば人材が来なくなる。

それによって日本の国の力が衰退すると思います。そういう基本的な考え方を採

っていただかないと、公務員制度、ひいては国全体がうまくいかないというふう

に申し上げたいと思います。 
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（大田議員）  塩崎議員。 

（塩崎議員） お土産付き斡旋はいいわけがない、天下りがいいわけがないのは当然

でありますから、そこの点はいいのだろうと思います。官民のリボルヴィング（回

転）ドア的にいつも官に優秀な人がいて、そして民に官の経験をした人がまた活

躍をしているというように、両々相まって我が国の活性化のために改革をやろう

ということだろうと思います。民間の雇用慣行を法律で変えるわけにはいきませ

んから、公務員制度を変えることによって日本全体の労働市場のモビリティを高

めて、国の生産性から成長力を高めるという発想でいくのだろうと思います。 

   しかしながら、そこで一番大事なのは、魅力的な官の世界がない限りは官民の

交流はないと思います。そうすると魅力的な公務員制度、人事制度がないところ

には優秀な人も何も来ませんから、そこのところをどう考えるかという問題であ

ります。官の論理だけで、今の再就職の話のように、ずっと60歳ぐらいまでいら

れたら大変な高齢化した公務員の固まりになり、やる気のない人がずっと残るこ

とにもなりかねないので、それは問題ではあります。いずれにしても、魅力のあ

る人に来てもらうためには、結局自分の能力を評価してくれるということしかな

いだろうと思います。 

   前回、公務員制度改革でうまくいかなかったのは、１つは能力等級制度を設け

ようということがチャレンジだったと思います。もう１つは労働基本権に手をか

けてスト権も与えようということで、人事院中心の人事をやめようということだ

と思うのですけれども、いずれにしてもちょっとアンビシャスでうまくいかなか

ったと。 

   そういう中で、今回どうするかということでありますが、やはり、民間議員ペ

ーパーにも年功序列システムを壊すということで、「３．」に書いてあるのは、私

はそのとおりで全く賛成であります。特に国際機関について伊藤議員からお話が

ありましたが、自民党、政府で外交力強化を考えていると思うのですが、総合的

な外交力強化という意味では、官から優秀な人が世界に羽ばたいていくことはと

ても大事なことだと思いますので、そのためにはそれだけ魅力的な人事制度をつ

くらないといけないのだろうと思います。 

そこまでやるときに、前回はなぜうまくいかなかったか、やはり基本的には労

働基本権まで、全部を直すことはうまくいかなかったということで、端的に言う

と私は組合員以外の政策を本当につくる人たちのところをまず考えるという二段

ロケットを考えたらどうかと思う。総務大臣がおっしゃったように、行革推進本

部専門調査会の佐々木毅座長のところで、労働三権については御議論いただいて

いるというお話がありましたが、その結論を待たずしてこちらが先に進むという

のもなかなか難しいのかもわからないので、そこはそれとして大いに議論したら

いいと思いますが、日本が本当に生き残っていくためには、最近霞が関の新人に

優秀な人が尐なくなっているのではないか、という声を時々聞くので心配をして

います。そういうことで、できたら二段階にするという発想で今ある任期付き採

用にしても、結局先ほどの天下りの規制を刑事罰付きで行為規制をやらない限り
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はできないと思うので、それをセットでやるべきだろうと思います。 

   もう一つ考えなければいけないのは、再就職斡旋をしなければならない人たち

は、どちらかと言うと、かなりお年がいった方ではないかと思うので、むしろ若

い人たちは、20代、30代、40代ぐらいでぽんとどこかに行こうと思ったら、それ

は役所と関係なく自分で選んで行くのだろうと思います。あるいは自分がヘッド

ハントされるか。実は「中馬プラン」も人事課長、秘書課長にお世話になって斡

旋を受けて行くという割合変わったことに今の制度のままでいっております。そ

の時にやはり斡旋というか、人事課長を通さなければいけないという制度はなか

なか難しいので、これも２つに分けて、尾身大臣が御懸念されているような問題

の際の就職はどういうシステムで次に行くか。もう１つは若い人や、年はちょっ

といっても優秀な人が自分でぽんと羽ばたくためには、役所には内緒で行かなけ

ればならない。また戻りますと言っても、それはもう信用がなくなっているでし

ょうから。 

そういうようなこともいろいろ考えて、民間議員のパッケージとして全体を見

直すことはとても大事だと思います。再就職斡旋の禁止だけをやっても、これは

尾身大臣がおっしゃっているように難しいことになってしまうのではないかと思

います。 

（大田議員）  甘利議員。 

（甘利議員） 私は経産省に来て驚いたことがあります。経産省では能力評価や業績

評価を本格導入し、給与に反映させています。そんなことを役所がやっているの

かと聞いたら、本格的にやっているのは経産省だけですとのこと。 

   また、経産省はおもしろいことに、上司の評価を部下にさせています。もちろ

ん第三者機関にデータが行き、第三者機関から局長や長官に、あなたは部下の話

を余り聞かないという評価ですよという話が来るのです。経産省ではこれを360度

評価と呼んでいるのですけれども、役人といえども実力主義をしっかりと組み込

むことは必要だと思いますし、官民交流というのは非常に大事で、優秀な人材を

民間に出して、民間からも受けている。キヤノンにも優秀な者が行っていますけ

れども、民間から来た者をキャリアとして登用しています。人材という資源をい

ろいろな場面でうまく使っていくということは大事です。 

   問題は第２の就職地の斡旋でありますけれども、尾身大臣がおっしゃったこと

に共感をするところがあります。やはり優秀な官僚というのは仕事に専念して、

極めて意欲が高い。そういう人たちに、途中から自分の行き先を心配していろい

ろ就職先とのコネクションを付けるような思いを抱かせながら仕事をさせるのは

いかがなものかなと。もちろん、お土産付きということはけしからんことである

し、予算や権限を使って押し付けるというのはやってはならないですけれども、

ちゃんとある部署でその人を知っており、その人の能力をきちんと知って、自己

申告ではなくて客観的に評価して、彼だったらこういうところで能力を発揮でき

るという純粋な紹介はあってしかるべきだと私は思っています。 

 最近、若い優秀な人があんなにひどい評価とバッシングを受ける役人にはなり
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たくないということで、ある役所には東大出が１人も来なかったそうです。別に

東大出がすべてとは言いませんけれども、ある評価・基準にはなるはずですけれ

ども、そういう役所にしてはだめなのですね。役所はある意味で日本のシンクタ

ンクですから、私の事務の秘書官にも極めて優秀な者が来ていますし、土曜も日

曜も、来なくていいというのに私の選挙区まで来ます。新聞という新聞を全部読

んで、何があったというのを10分以内でまとめて私に朝報告をしますよ。そうい

う優秀でモチベーションが高い者が目指さなくなる役所にしてはだめだというこ

とは非常に強く思います。 

   人によっては、職業安定所で次の仕事を探せばいいというが、それは余りにも

悲惨な話だと思いますし、その人間の適性を知っている所が紹介してやるのがい

い。引き受けた民間企業では、あなたの役所から来る人はちっとも役に立たない

とか、期待したとおり立派だったという評価を役所に出せばいいと思います。 

（大田議員）  それでは、時間が限られていますので、ごく簡単に。 

（御手洗議員） 甘利議員のお話を聞いて全くそうだと思います。現在、民間の中で

優秀な人材として大活躍している元官僚はたくさんおられます。企業は常に能力

の高い人材を探し求めております。そういう意味で、我々は今後とも更に多くの

方々に民間で能力を発揮していただきたいと思っています。そのためには、官民

交流を飛躍的に拡大してもらいたいと、これはお願いです。もちろん先ほどから

言われているように、大前提として、公務員が権限などで影響力を行使するとい

うことは絶対排除されなければならないということは言っているとおりでありま

す。ただ、公務員の人事制度や雇用慣行を、やはり民間標準に転換していく必要

があると思います。そうすれば、自然の形で官と民の流れが活発になることが期

待できる。その結果、官民が一体となった流動的な労働市場が形成されるし、人

材の活用選択が広がってくるわけですから、また、交流することによって、官の

人たちがビジネスや生活や政策について、官民の認識やパーセプションが共有で

きるということがあります。ただし、人材を真に生かすためには、相互のニーズ

が合致することが必要ですから、適切な情報が得られるような実効性のある制度

を是非確立してもらいたい。また、今は退官者のことばっかり言っていますが、

まだ若い世代のときに官民交流を進めることによって、更に厚みのある官民交流

の制度ができるのではないかと思います。 

   以上です。 

（大田議員）  では、一言。 

（丹羽議員） 狙いは、優秀な人には早い昇進、高い給料、優秀な官僚になるような

育成をする。そのために、人事給与制度を年功序列から職務・職責に見合った制

度にし、民間と同じような基準に高めていく。そうすれば、必ず優秀な官僚が志

を持って来ると思います。再就職の斡旋というのは、必ずしも優秀な官僚にとっ

ては重要な問題とは言えない。各府省の再就職斡旋をなぜ禁止しなければいけな

いかというと、やはりお土産付きの場合が非常に多くて、天下りや談合などいろ

いろな問題が生じてきたから、ここで思い切って改革をしないとなくならないと
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いうこと。 

   それではどうするかというと、官民が連携して透明性の高い人材バンクなりを

作って、透明度を高めた再就職の斡旋をする。民間は60歳が定年で、その後も働

けるという話がありましたけれども、ほとんどの大手企業では、定年を63歳まで

延長する場合は、57歳から給料を七掛けや六掛けにするのです。その部分が60歳

以降に延びていって、生涯賃金は余り変わらないように調整をしています。そう

いうような制度は、公務員制度改革の中でイコールフッティングとなるよう検討

していただければ、同じような制度にできるのではないか。 

 年功序列を破壊して、優秀な人にはいい処遇をして、いい人材を集めて、いい

政治に持っていく、いい行政官をつくる、ということを是非実行していただきた

い。 

（大田議員）  一言。 

（菅議員） パッケージでの改革が必要だと思います。また、現実に制度を所管して

いる者として、やはり人事院の改革が極めて中核部分であるということを御指摘

させていただきます。 

（大田議員）  それでは佐田議員。 

（佐田臨時議員） 私も公務員制度の担当者として、理想もありますけれども、現実

として進めなくてはいけないというところがありますので、皆さん方の意見が大

変参考になっております。先ほど伊藤議員からありましたように、公務員制度改

革は全体として進めなくてはいけない。なぜかと言うと、全部関連していますか

ら。そういう意味におきましては、これからしっかりと制度についても理想論だ

けでなくて現実を踏まえてやっていきたいと思っています。 

例えば、お土産付きというのはまるで話にならないわけでありまして、まさに

談合やいろいろな不祥事につながる天下りということであります。ただ実際問題

として、官民交流をどのようにして行うか、イコールフッティングをどのように

していくか、これは非常に難しい部分があります。 

民間議員の皆さん方から御提議いただいて、我々も考えているものに人材バン

クがあります。人材バンクもいいのでありますけれども、組織的な斡旋はけしか

らんということだと、例えば個人的に探すということになれば、定年の２、３年

前から業界と何も金銭の授受がなくても再就職のために必死になるというふうな

お話もありました。こういう中において、本当にガラス張りでうまく再就職がで

きるようなシステムを現実的に考えていかなければいけないと思っています。同

時に、若い時に官のいろいろなものを民間に持っていって、民間の合理性を官に

入れてくる、という若い時期の交流の手法もしっかりと考えていかなくてはいけ

ないと思っております。 

   また、天下りの問題を申し上げましたけれども、労働基本権の問題も一緒に議

論しなければならない非常に難しい問題です。ただ、時間差があると思います。

また、いろいろな公務員の不祥事があり、分限の問題があります。そうなると、

先ほど申し上げた人事院規則の運用の問題が出てくるわけでありまして、その中
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で官民交流ということを考えると、イコールフッティングという言葉が出てくる

わけであります。これは全部連動しておりまして、また能力評価の問題も非常に

重要なことでありまして、能力等級制度の問題も含めてこれから具体的に議論し

ていきたいと思っています。 

この中で難しいのは能力等級。どういうふうな評価をするのか、評価基準をど

うするのか、評価機関はどういうふうにするのか、非常に難しい部分があると思

います。例えば、普通の会社だと人事部があり、課長が平の人を評価し、部長が

課長を評価するというシステムがあるわけですけれども、今の人事院の制度の中

で非常に難しい評価の問題があります。我々は、目的を決めて達成度などを評価

するということもしっかりと連動してやっていきたいと思っております。非常に

難しい部分がありますけれども、伊藤先生が言われたように全体が関連していま

すから、全体は議論していきますけれども、やれるところはやっていきたいと思

います。こういうふうな方向で議論させていただきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。時間が限られていて残念でしたけれども、充

実した議論をありがとうございます。 

   まず、再就職規制の撤廃については、その行為規制を厳しく執行する、一定の

経過期間を置く、その間は併存するということで意見は一致していたと思います。 

 再就職斡旋については、権限や予算とセットになった押し付け的な斡旋はいけ

ないという合意があります。ただ、それ以外を禁止するかどうかというと、民間

議員は全体をパッケージで改革することでなくしていくべきだという御意見であ

る一方、現実的にはそれによって政府で働く魅力までなくなってしまうという反

対もありました。ここはまた今後とも重要な論点になると思います。 

   それから、能力・実績主義の強化については、これもレベルに違いはあります

が、重要だという点で一致していたと思います。ただ、労働基本権は、行革推進

本部の専門調査会で御議論いただいていることもありますので、異なる方向から

議論が出されたと。あとは、この基本権の問題も二段階で議論してはどうか、あ

るいは公務員制度は若い人と中年の人で二段階で議論してはどうか、という議論

が出されました。 

   佐田大臣には、またこれを詰めていただいて諮問会議で議論する機会をいただ

きたいと思います。 

総理から。 

（安倍議長） 今日は皆様方の御議論を聞かせていただきましたが、新しい時代の公

務員制度の在り方としては、官と民の人材移動を抜本的に拡大していく必要があ

ると考えています。今でもいろいろな試みが行われていますが、これを思い切っ

て抜本的に拡大していくためには、制度そのものを見直していく必要があると思

います。同時に、国民の信頼回復には、天下り問題の解決が不可欠であります。

不当な行為の規制は当然でありますが、再就職の斡旋についても、斡旋と仕事が

ワンセットにならないようにしなければならないということを、私は国会で申し

上げてまいりました。この問題は、公務員制度改革の全体パッケージの中できち
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んと位置付けて改革をしていかなればならないと考えています。パッケージで進

めていかなければ、一つだけ取り出して行っていくということでは、なかなか現

実問題としてはうまくいかないのだろうと思います。 

公務員が情熱をもって仕事をできるようにし、そしてなおかつ押し付け的な就

職斡旋等は根絶していかなければいけない。そのためには、先ほど申し上げまし

たパッケージの改革、大きな改革が必要であろうと思います。佐田大臣には、本

日の議論も踏まえて検討を進めていただき、改革案をとりまとめていただきたい

と思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、佐田大臣はここで退席されます。

どうもありがとうございました。 

 

（佐田臨時議員 退室） 

 

○新中期方針（事項案）について 

（大田議員）  それでは最後の議題になります。新しい中期方針、これまで「改革と

展望」と呼んでいたものですが、この事項案について資料に沿って簡単に御説明

いたします。 

   以前のものは「構造改革と経済財政の中期展望」という名前で、「改革と展望」

と呼んでおりましたが、新たなものは「日本経済の進路と戦略」ということで御

提案いたします。副題は、「新たな『創造と成長』への道筋」です。 

「はじめに」では、全体のサマリーと、「進路と戦略」の役割について述べます。

全体は４章立てです。 

第１章は「日本経済の中期的な展望」ということで、まず、日本経済の現状、

それから直面する３つの課題として、①人口減尐による成長制約、②地域間の不

均衡と格差固定化の懸念、③厳しい財政状況、があります。一方で、新たな可能

性を切り開くチャンスも出てきております。イノベーションがもたらす成長の可

能性、アジアとともに成長するメカニズム、あるいは新商品・新サービスを生む

消費市場。先ほどの３つの課題を解決するに当たっても、その鍵となるのは経済

成長であると。これらのチャンスを生かすためには、戦後レジームからの脱却が

不可欠であると。このレジームの下で経済成長の源泉となるのは「人材」である

と。そして、我が国の潜在力を開花させるための改革に着手しなくてはならない、

ということを書いております。 

   第２章は「目指す経済社会の姿」、これは５年間の中期方針ですので、５年後の

姿として目指す経済社会の姿を第２章で書き、第３章でそのための政策を書いて

おります。目指す姿として４つで、①成長力の強化、②再チャレンジ可能な社会、

③健全で安心できる社会、④21世紀にふさわしい行財政システム、を掲げてあり

ます。第３章はそれに対応した政策ですが、まず成長力の強化のために、マクロ

経済運営、生産性向上、国際競争力の強化、人材戦略、地域・中小企業の活性化

が書いてございます。 
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   再チャレンジ可能な社会では、これまでの就職難、経済的困窮からの脱却、機

会の均等化、複線型社会の実現。健全で安心できる社会に向けて社会保障の構築、

子育てフレンドリーな社会、安全・安心な社会に向けた環境整備。21世紀に相応

しい行財政システムということで、歳出・歳入一体改革、税制改革、効率的な行

政の推進、地方分権と地方行財政改革を掲げてあります。 

   第４章は「経済の将来展望」で、５年間の経済の展望をお示します。それから、

参考試算として内閣府でケース分けをした試算を出します。今想定しております

ケースは２つであり、１つは新しい成長経済に向けての様々な取組みを行った場

合の望ましい経済の姿。それからもう１つは、改革が遅れた場合、あるいは世界

経済の失速などによるリスクケースを示す。今、２つを想定しております。 

   これについては、尾身議員からもお願いいたします。 

（尾身議員） 資料『「新中期方針」について』に沿ってお話をさせていただきたいと

思います。 

「新中期方針」は、安倍内閣における初めての経済財政運営の基本方針であり

まして、今後に向けて基本的な考え方を国民にわかりやすく明示する必要がある

と考えております。ここに財務省の考え方を述べておりますが、書かれておりま

す内容につきましては、今後の具体的な検討に是非生かしていただきたいと考え

ます。 

   「成長なくして財政再建なし」という理念の下で、安定的な経済成長の実現と

財政健全化を両立させていくという考え方に立っていきたいと考えております。 

   債務残高ＧＤＰ比を2010年代半ばに安定的に引き下げ、プライマリー・バラン

スを2011年度までに確実に黒字化させるという方向を考えておりますので、「新中

期方針」は、財政健全化について５年というだけではなく、2010年代半ばまでと

いう長期を視野に入れることがいいのではないかと考えております。 

   地方財政については、地方における公務員の給料が相当高いのではないかとい

う話をよく聞くわけでございます。国の歳出の見直しと歩調を合わせ、地方にお

ける行財政改革を断行し、人件費、単独事業をはじめ、地方歳出の一層の削減に

向けて取り組むなどの方針を示すべきではないかと考えております。 

社会保障制度につきましては、「基本方針2006」に示されている歳出改革を確実

に実現していくために、医療・介護等をはじめ制度全般にわたる更なる改革を行

い、給付の伸びを抑制することが不可欠であると考えております。 

 尐子化対策は、安倍内閣の最重要課題の１つであると考えます。年末に新人口

推計が発表されますと、尐子化の問題がクローズアップされてくると思います。

このような重要課題である尐子化対策については、「新中期方針」においても柱立

てを行ってはどうかと考えております。 

予算編成の基本方針にも盛り込まれていますが、中長期視点から総合的な税制

改革の中で、１番目は我が国経済の国際競争力の強化・活性化。２番目が歳出削

減を徹底して実施してもなお対応しきれない社会保障や尐子化などに伴う負担増

に対する安定的な財源の確保、子育て支援策の充実、地方分権の推進といった政
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策目標に応えていくことが必要であると考えております。 

   現在の諸情勢を勘案すれば、こうした税制改革の本格的・具体的な議論は来年

末以降に行い、これまでの与党税制改正大綱に示された改革工程に沿って、平成

19年度を目途に税体系の抜本的改革を実現させるべく、取り組む必要があると考

えております。 

   「新中期方針」の事項案につきまして、３点申し上げたいと思います。 

１点目は、第４章「経済の将来展望」は５年間となっておりますが、先ほど申

しましたように、2010年代半ばまでを視野に入れるべきであると考えます。 

   ２点目は、内閣府試算のケース設定についてであります。望ましい将来の経済

の姿として、成長力・競争力強化を図り、高い成長を視野に入れることは重要で

あると考えます。一方、国民や市場の信認を得ながら、経済活性化と財政再建を

両立させるために、財政再建が過度に楽観的な前提にのみ依存すると誤解される

ことは避けるべきであると考えます。 

 ケースの設定として２つの前提が示されています。「基本方針2006」で述べられ

たように、堅実な経済前提の下でも、財政再建を実現する道筋を示すことで国民

や市場からの信認を確保することが必要であると考えております。具体的な道筋

の示し方については、これからよく相談をしていただきたいと考えます。 

   ３点目は、３章（4）の「効率的な行政の推進」について。行政機構の抜本的な

改革、再編が挙げられていますが、この問題は関係閣僚の意見もよく聞いて、内

閣全体として考えていただく必要があるのではないかと考えております。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。２点目につきましては、歳出・歳入一体改革

は、この「新中期方針」の中でもしっかりと管理していかなくてはいけませんの

で、「骨太2006」に盛られたシナリオも併せてケースとして設定したいと考えてお

ります。 

   では、御手洗議員。時間が限られておりますので、手短にお願いいたします。 

（御手洗議員） 「新中期計画」において、国民に対して安倍政権が掲げる新経済成

長の姿を具体的に描いて、明るい展望を示すことが必要であると思います。 

   具体的には、「基本方針2006」や経済成長戦略大綱を着実に実施し、政府全体で

更に政策を洗い出して、これらを踏まえた高めの成長シナリオを明確に示すべき

だと思います。 

   新経済成長を実現するためには、今までとは異なる経済成長モデルを目指す必

要があると思います。今まで日本経済は官への依存を排して、民間主導で経済回

復を達成してきました。今度は中央への依存を脱して、広域経済圏の活性化を図

り、地方の自立と活力を高めるという方向へパラダイムを転換すべきだと思いま

す。その意味で事項案にある「戦後レジームからの脱却」という発想は非常に重

要であると思います。この新経済成長と両輪をなす歳出・歳入一体改革や社会保

障の一体的な見直しについても、「新中期方針」において具体化への検討が必要で

あります。 
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   以上です。 

（大田議員）  菅議員。 

（菅議員） 今、尾身大臣から地方の行財政改革について言及をされましたので、現

状について、私から御説明をさせていただきたいと思います。 

   平成の大合併で3,200あった市町村が、現在1,800になろうとしています。市町

村長、議員の数は２万1,000人減員いたしまして、約1,200億円歳出を抑制しまし

た。これがうまく回転しますと、概ね10年後には、年間１兆8,000億円程度の歳出

抑制が可能になります。そういう中で、地方に今、安心感を与える必要というの

が私はあると思います。地方はこのまま行ったらどうなってしまうだろうなとい

う、そういう不安感が非常に強いわけでありますから、そういう意味で、先ほど

指摘がありましたけれども、各自治体間の格差が非常にできていますので、消費

税など偏在値の尐ないもので地方税というものをきちんと確立をさせなければな

らないと思います。 

安倍内閣は、「地方の活力なくして国の活力なし」と、総理も所信表明で述べら

れております。そうしたアピールというものを、やはり何らかの形で行う必要が

あるのかなと思います。私どもも５年間で5.7％以上の削減を必ず行います。人件

費削減も必ず行いますから、やることはやりますので、是非地方についてもその

ような思いがあることを御理解いただきたいと思います。 

（大田議員）  では、甘利議員、塩崎議員。一言ずつ。 

（甘利議員） 現実的で力強い経済成長のシナリオは評価します。これを裏付ける政

策として、経済成長戦略大綱を位置付けるということが大事だと思います。この

「新成長経済移行ケース」というのは、いわゆる成長ケースだと思いますけれど

も、2.2％以上の実質経済成長率を視野に入れた経済成長戦略大綱における経済成

長の姿と整合性をとっていくべきだと思いますし、具体的な政策として、ＩＴの

活用の深化、サービス産業の生産性向上、イノベーションの加速、アジアとのオ

ープンな経済関係の構築、人財立国、地域と中小企業の活性化を柱にすべきだと

思います。 

   第３章（4）中で「行政機構の抜本的な改革・再編等」とありますが、これはこ

の場でいいのか、いろいろ関係閣僚が幅広くありますので、そういう参加のプロ

セスを踏まなくて大丈夫かなと思いました。 

（大田議員）  ありがとうございました。では、塩崎議員。 

（塩崎議員） 先ほど御指摘ありましたように、安倍内閣になって初めての中期展望

であります。小泉改革を受けて改革の炎を燃やし続けるということで、総理には

いろいろ御苦労いただいているわけでありますが、安倍改革が質的にどう小泉改

革と違うのか、わかりやすい改革を示す中期展望になるといいなというふうに思

っております。言ってみれば、「壊す改革から創る改革への転換」というか、壊さ

なければいけなかったものから、今度はつくり上げていく。その末は「美しい国」

ということだろうと思います。大事なのは、やはり国民にとってわかりやすい改

革の道筋であり、国民から見れば生活の展望なのだろうと思います。地域や都会
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でもいいのですが、津々浦々で住んでいる国民が、自分の生活がどうなるのかと

いうことが感じとれるような暖かみのあるものになるといいのではないのかなと

思いますので、また今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

（丹羽議員） 私も全く賛成です。安倍内閣の特色を、短いフレーズで印象的な言葉

を絶対打ち出すべきだと思います。 

（大田議員）  是非お寄せください。 

時間がなくて本当に申し訳ありません。今日いただいた御意見を踏まえて、原

案を次回またお示しして御議論をいただきたいと思います。事項案につきまして

は、事務方を通して御意見をお寄せいただければと思います。この「新中期方針」

は来年１月に諮問会議でとりまとめ、閣議決定したいと考えておりますので、皆

様方の御協力をお願いいたします。 

では、総理から。 

（安倍議長） 今示していただいた事項案の中には、私が総裁選挙で述べてきたこと、

所信表明で述べてきたことの大体ほとんどすべてが、柱として入っていると思い

ます。この「新中期方針」は、私の内閣として初めてお示しをする経済政策の包

括的な方針でありますので、安倍内閣として今後どういう経済社会を目指してい

くのか、どういう方向性で経済財政運営を行っていくのか、そしてこれを進めて

いくと、官房長官も言われていますけれども、自分たちの生活や社会はどう変化

していくのか、また将来はどういう展望が見えてくるのかということを、わかり

やすく国民の皆様にお示しをしたいと考えております。今進めている改革、経済

運営が将来どういう果実を結んでくるか、目標を持っているのかということをわ

かりやすく説明していくことが、私は極めて重要であろうと思っております。そ

れによって初めて国民の皆様にも、私の国づくりに積極的に参加していただける

のではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  ありがとうございます。 

最後に一言。お手元に報告として「グローバル化改革専門調査会の設置につい

て」を配布してございます。 

それでは、これで経済財政諮問会議を終わらせていただきます。駆け足で申し

訳ありません。 

 

（以 上） 


