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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 2 月 16日(金) 17:33～18:55 

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   渡 辺  喜 美   内閣府特命担当大臣（規制改革） 

地域活性化担当大臣 

 

      草 刈  隆 郎   規制改革会議議長 

              落 合  誠 一   官民競争入札等監理委員会委員長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）「成長力底上げ戦略」について 

（２）規制改革、構造改革特区について 

（３）市場化テストについて 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 「成長力底上げ戦略」（基本構想）（概要）（「成長力底上げ戦略」構想チーム提出資料） 

○ 規制改革・構造改革特区の取組みについて（渡辺臨時議員提出資料） 

○ 規制改革会議の検討の方向性（草刈規制改革会議議長提出資料） 

○ 規制大国からの脱却と消費者主権の確立を（有識者議員提出資料） 

○ 規制改革について（甘利議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第３回） 
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○ 市場化テストの今後の進め方について（落合官民競争入札等監理委員会委員長提出資料）  

○ 公共サービスの全面的な改革のために（有識者議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○「成長力底上げ戦略」（基本構想）（「成長力底上げ戦略」構想チーム提出資料） 

○「成長力底上げ戦略」(基本構想）(参考資料)(「成長力底上げ戦略」構想チーム提出資料) 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  ただいまから、今年３回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 今日の議題は３つです。まず、「成長力底上げ戦略」について、構想チームの検

討結果の御報告をいただきます。次に渡辺大臣、草刈議長に御参加いただいて、

規制改革・構造改革特区について御審議いただきます。最後に、市場化テストに

関連して、官民競争入札等監理委員会の落合委員長に御参加いただいて、市場化

テストについて御審議いただきます。 

 それでは、「成長力底上げ戦略（基本構想）」のチームの主査である官房長官か

ら御報告をいただきたいと思います。 

 

○「成長力底上げ戦略」について 

（塩崎議員） お手元に「成長力底上げ戦略（基本構想）」という資料がございます。

この横長の資料をもとに説明いたしたいと思います。 

 まず、経緯について御説明申し上げますが、前回、諮問会議で総理から私と大

田大臣に対しまして、成長力の底上げ政策について早急に検討の進め方を考える

ようにとの御指示がありました。これを踏まえて、私を主査、大田大臣と山本再

チャレンジ担当大臣を主査代理とする「成長力底上げ戦略構想チーム」をつくり

まして、２月１日に第１回会合を開きました。その後２回にわたってヒアリング

なども実施し、会合も２回開き、昨日２月15日に、「成長力底上げ戦略」の基本構

想をまとめたところでございます。 

 内容について御説明申し上げますが、１ページ目、基本姿勢でありますけれど

も、この戦略は成長戦略の一環として、経済成長を下支えする基盤の向上を図っ

て、働く人全体の所得や生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防止しようと

するものでございます。 

  そして、この目標を実現する政策として、単に「結果平等」を目指すような格

差是正策はとらずに、意欲のある人や企業が自らの向上に取り組める「機会（チ

ャンス）」を最大限拡大することにより、底上げを図ろうというのが、この戦略の

大きなポイントでございます。そこで、戦略は具体的にターゲットすべき事例、

すなわち、このままでは格差の固定化に結びついてしまうおそれのある事例を正

面から取り上げて、それらの課題解決に取り組む戦略として、「３本の矢」という
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形で、１つ目が「人材能力戦略」、２つ目が「就労支援戦略」、３つ目が「中小企

業底上げ瀬略」を柱としております。 

 ２ページ目、第１の「人材能力戦略」の中心となるのは、日本の職業訓練シス

テムを大きく転換させる「職能能力形成システム」の導入でございます。「ジョブ・

カード制度」とありますが、この制度は、フリーターや母子家庭の母、子育て終

了後の女性、更には新卒者といった、これまで職業能力形成の機会に恵まれなか

った方々に対しまして、企業において一定の期間職業訓練を受ける機会を積極的

に提供するものです。そしてその訓練状況を公正に評価し、目標とする水準を達

成することができたと認められる人には、職業能力形成プログラムの参加状況や

履修実績に関する評価結果等を記載いたしました「ジョブ・カード」を交付する

ことを提案しております。この「ジョブ・カード制度」は、本人にとっては本格

的な職業訓練を、これはＯＪＴと座学の組み合わせでありますけれども、こうい

った訓練を受けられること、自らの職業能力が公正に評価されることといった意

義があり、これにより自らの能力を高め、希望に沿った雇用が期待されます。特

に就職氷河期に正社員となれず、その後ＯＪＴの機会に恵まれなかったフリータ

ーにとっては、改めて企業のＯＪＴサイクルに乗ることができる貴重な機会とな

ると思います。企業にとっても、ＯＪＴを修了し、職業能力が公正に評価された

人材を雇用することが可能となりますし、日本の経済成長を支える人材の底上げ

につながります。また、ＯＪＴの機会を提供した協力企業にとっては、いわば「ト

ライアル雇用」としての側面もあるわけです。 

 また、今回の戦略では、意欲のある人を対象に、大学・短大・高校・専門学校

等が産業界と一緒になって「実践型教育プログラム」を提供していくシステムを

組み合わせることとしております。この教育プログラムを修了した人には履修証

明書を交付し、「ジョブ・カード」にもその旨を記載することといたします。こう

した仕組みを検討するに際しては、イギリスで400 万人以上の労働者が取得して

いると言われているＮＶＱ（National Vocational Qualification）が参考になる

と思いますけれども、我が国への導入に当たっては、国家資格的な要素はできる

限り尐なくいたしまして、産業界主導の下で進めるなど、我が国にふさわしいも

のとする方向で検討していきたいと考えております。 

 まず、平成19年度に官民からなる「構想委員会」を設置いたしまして、具体的

な構想を詰めていくこととし、本格実施は平成20年度以降ということになります。

なお、もちろん平成19年度中もこのシステムにつながる「先行的プロジェクト」

を積極的に実施し、その実績を制度設計に反映させていきたいと考えております。 

 ３ページ目でありますが、第２の「就労支援戦略」では、いわゆる「福祉から

雇用へ」という世界的な潮流を踏まえまして、「推進５か年計画」を新たに策定い

たしまして実施することといたしました。この５か年計画では、母子家庭世帯、

生活保護世帯、障害者等の就労移行の具体的な目標を設定するとしているほか、

福祉サイドの「就労支援」と雇用サイドの「受入促進」が十分な連携を持ち、総

合的な取組を行うこととしております。 
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 ５か年計画の１つの柱といたしまして、障害者が通う授産施設の工賃を５か年

で倍増しようという「工賃倍増５か年計画」があります。厚生労働省でも平成19

年度から実施する予定でしたけれども、その内容を抜本的に強化いたしまして、

地域の産業界との連携体制を整えて、仕事を授産施設に発注する企業に対しても、

発注奨励策を講じることといたしております。 

 ４ページ目をお願いいたします。第３の「中小企業底上げ戦略」でございます。

中小企業の底上げを図るため、生産性の向上と最低賃金の引き上げに向けて政策

の一体的な運用を行うものでございます。厚生労働省は、地域によっては生活保

護水準より低い金額にとどまっている最低賃金を見直して、引き上げにより逆転

現象を解消したい意向ですけれども、これは就労促進を進めていく上でも必要で

ございます。世界的に見て、日本の最低賃金の水準は低く、常用、パート、派遣、

アルバイト等の賃金の底上げを図るためには、最低賃金の引き上げがテーマとな

ります。しかし、最低賃金は都道府県別に設定いたしておりまして、ちなみに東

京都は時給719 円でございますが、仮にこれを一挙に引き上げるということにな

りますと、中小企業の経営や雇用状況を直撃しかねず、かえって失業者が増える

おそれも指摘をされているところでございます。 

 そこで戦略では、こうした生産性と最低賃金の悪循環を解決するため、「生産性

向上」と「最低賃金引上げ」をリンケージさせる複合戦略を展開したいと思って

おります。これまでこれらの政策は、縦割り行政のためにばらばらに展開されて

きましたけれども、戦略では、統一的な政策目標を設定いたしまして、その実現

に向けて政策を有機的に組み合わせていきたいと思っております。この「成長力

底上げ戦略」を推進するために、政府・経済界・労働界が参加する「円卓会議」

を設置することを考えておりますけれども、生産性の向上を踏まえた最低賃金の

中長期的な引上げの方針につきまして、政労使の合意形成を進めて、それを踏ま

えて政策展開を行うこととしております。 

 また、中小企業の生産性の向上を図る施策としては、例えば、下請け取引の適

正化があります。生産性向上の成果を下請業者にも適正に配分するようにするこ

とが重要であります。その他、ＩＴ化や機械化、経営改善などの取組を総合的に

進めていくこととしております。一方、最低賃金については、こうした生産性の

向上を踏まえつつ、その引き上げを進めていくことになります。 

 ５ページ目でありますが、「戦略の推進体制」でございます。この戦略の推進に

当たっては、いわば官民一体となった推進体制を国と地方の両方で構築していく

こととしているところでございます。具体的には、国と地方両方に「成長力底上

げ戦略推進円卓会議（仮称）」を設置いたしまして、政労使で戦略の基本方針につ

いて合意形成を図り、官民一体となって戦略を推進していきたいと考えておりま

す。戦略の進め方としては、原則これから３年間に集中的な取組を行う予定でご

ざいます。また、戦略の効果を最大化させるために、官邸主導で雇用政策、社会

保障政策、産業政策、文教政策の一体運用を目指していきたいと思っております。

いわば、国民運動的に、日本の、特に中小企業を中心とします地域経済を含めて、
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体質改善と体質強化、構造改革を行っていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございました。では、御自由に御議論をお願いいたします。

御手洗議員。 

（御手洗議員） 底上げ政策について申し上げたいと思いますけれども、政府全体と

して、労働意欲がありながら十分に機会に恵まれない人に対して職業能力の向上

に取り組むことは、将来に希望を持ちにくかった個人にとっても、また、労働人

口の不足に直面しつつある今の日本の経済にとっても大変意義深いことだと思い

ます。そういう意味におきまして、今の「ジョブ・カード」で、明確にジョブ内

容がわかるシステムをつくることは、経営側にとっても大変良いことです。企業

は、これから景気がよくなるに従ってどんどん労働需要が増えて、正社員化は今

でも進んでいるわけですけれども、そのときに、どういう能力を持っているか、

どういうキャリアを持っているかといったことが明確にされることは、非常に利

便性があり、スピーディーな雇用ができるということで、これは是非進めてほし

いと思います。 

 ただ、「ジョブ・カード」の内容をつくるときに、スキルを上げることに対して

は、やはり既存の制度や組織を活用するということが非常に効果的だと思います。

ただし、例えば、インターンシップについて担当省庁が違うなど、省庁の縦割り

行政の弊害もあります。是非、内閣主導で全体の整合性を図って効率的な制度を

つくって、スキルを上げることをやってもらいたい。 

 もう１つは、官主導で政策をつくるときに、ニーズに合った政策を重点的に行

う必要があると思います。例えば就労意欲の高い者へのインセンティブの付与、

あるいは母子家庭のニーズに応じた保育サービスの提供ということも考えるべき

だと思います。大学を利用した教育プログラムでは、アメリカのコミュニティカ

レッジのように、従来の若者ばかりでなくて、社会人や卒業生が臨時参加できる

ような柔軟なシステムが必要だと思います。そういうことによって生み出された、

スキルの上がった人たちの「ジョブ・カード」が整備されるということは、今日

現在の産業・状態にマッチしたことだと思います。 

 以上です。 

（大田議員）  では、八代議員。 

（八代議員） 御手洗議員がおっしゃったとおりだと思いますが、これまで格差の問

題を考えるときに、賃金だけではなくて、企業の内と外とで良い訓練機会の差が

非常に大きくて、企業の外にいると、なかなか能力の向上が図れないという問題

があったわけですけれども、今回の戦略は、まさに企業の外にある人に対して積

極的労働政策を展開するという形で、画期的なものだと思われます。 

 それから、「工賃倍増５か年計画」で福祉的就労の底上げを図ることも極めて大

事でありますが、是非これは福祉作業所だけではなくて、刑務所なども考えてい

ただいたらどうだろうか。これも結果的に、刑務所に入っている人の自立支援の

ための賃金の一部になるわけですから、高い賃金を得られるような能力開発も同
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時に行っていくことは、非常に大きな意味があるのではないかと思っています。 

（大田議員）  では、丹羽議員、菅議員。 

（丹羽議員） ２つ申し上げたいんですが、１つ目は、この「ジョブ・カード制度」

につきましては、イギリスでは大部分の普通の大学に学んでいる人が、まるで日

本の学生が英会話を勉強するように職業訓練の場所で勉強するわけです。ある程

度のバウチャーがあって、そして入社試験を受けて働くということで、産業界と

してはＯＪＴの面で協力するというような形が、私は望ましいだろうと思います。 

 例えば、非正社員やフリーターの方だけを対象にするということではなくて、

一般の人も社会のことをわかっていただくという意味からいっても、そういう形

が望ましい。イギリスの場合はそれが400 万人に上って続いているわけですから、

そういうもっと広い範囲で行っていただくことが望ましい。 

 それから２つ目は、最賃法の問題ですけれども、はっきりした数字は、今お願

いして調べていただいていますけれども、一人当たりの賃金が下がっているとい

うことが言われているわけです。これは高給の人が辞めて、高齢者よりも低い賃

金で入ってくる若い人たちが増えてくると、当然一人当たりで割り算すれば、全

体が変わらなくても下がるのは当たり前なんです。そういうことから言うと、年

代別に本当に給料が下がっているのか、あるいは上がっているかという検証は、

尐なくともやってみる必要がある。我々の人材派遣会社がありますけれども、そ

こによれば、やはりパートや非正社員の方の給料、時給は上がっているんです。

だから、年齢別に、例えば20代、30代、40代、50代といったように分けて、一度

分析をしてみる必要があるだろう。 

 もう１つ、最賃の引き上げについて、この表現は文章に書いてあるのはいいん

ですけれども、どうも歯切れが悪い。発表されるときは、是非もう尐し歯切れの

良い形で、最賃法の改正を格差の固定化を避けるために引き上げの方向でやる、

ということをはっきり打ち出された方が私はいいと思います。特にこの問題は国

民の関心が非常に高いだけに、歯切れ悪く言うとわかりにくい。わかりやすくや

るということを明言された方がいいのではないかと私は思います。 

 中小企業に影響が及ぶという話が出ましたけれども、中小企業対策はこれとは

やはり別途に考えていかなければいけないと思うんです。最低賃金は、地域経済

の状況を考えて決めるわけですから、地域によって相当な差が出るのはある程度

やむを得ないんですが、国としては、最低これぐらいのものがミニマム、これは

引き上げる必要があるといったことをわかりやすい形で打ち出していただくこと

をお願いしたい。 

（大田議員）  では、菅議員。 

（菅議員） 私も丹羽議員と全く同じことを言おうと思っていました。最低賃金には

国民の関心が非常に高まっていまして、インパクトがある形でわかりやすく発信

することは大変大事だと思っています。是非お願いしたいと思います。 

（大田議員）  では、甘利議員。 

（甘利議員） 格差の是正には、まず成長してパイを大きくしていくことが必要条件
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となります。したがって、パイを大きくするための「成長戦略」、それからその過

程で格差の固定化を防止する「成長力底上げ戦略」の両方を併せて実行していく

ことが重要。つまり、パイを大きくする、その過程で格差の固定化を防止する、

それが「成長戦略」と「底上げ戦略」の関係にあります。 

 経済産業省といたしましては、「成長戦略」、つまりパイを大きくする戦略とし

て、企業のイノベーションを支援する産業活力再生法等の改正法案をはじめとし

て、中小企業地域資源活用促進法案、地域産業活性化法案の大綱関連３法案を今

国会に提出しております。他方で、「成長力底上げ戦略」といたしましては、中小

企業の底上げや人材能力の向上のための対策を積極的に実行していきたいと思っ

ております。 

 中小企業の底上げ戦略としては、まず直ちに下請け取引の適正化を充実させて

いくことといたします。公取等とも連携をしていきます。これによりまして、成

長の成果を大企業から中小企業に波及させたいと思っています。更に、中小企業

のＩＴ化などの経営革新をアドバイスする者を全国に配置するなどして、きめ細

かに中小企業を応援していきます。生産性向上の特別経営指導員とでもいう人を

配置して、ＩＴ化等を含めたアドバイスをしていきます。 

 人材能力戦略のポイントは、お話にありました「ジョブ・カード制度」であり

ますが、具体的内容は官民共同推進組織において詰めていくこととなりますけれ

ども、産業界のニーズを十分に汲み上げていくことが重要でありまして、経済産

業省も努力していきます。つまり、どういうスキルを身につけるかということは、

どういうニーズがあるかをきちんと調査していかないと、それが就業につながっ

ていきません。必要のないスキルを身につけても何ら就業につながらないという

意味で、受け取る産業界にどういうニーズがあるかを調査した上で、スキルアッ

プしていくということです。 

 それから「底上げ戦略」にありますとおりに、中小企業施策と人材施策を一体

運用していくことが重要であります。経済産業省としては、ジョブカフェや商工

会議所等で地場の中小企業の具体的なニーズを聴取して、それを踏まえて中小企

業と意欲ある女性や若者とをマッチングする仕組みをつくっていきたいと思って

います。 

 またハローワークについても、マザーズハローワークもありますけれども、時

間がないシングルマザー、昼夜パートで働いて、寝る時間も４、５時間しかない

人もいるという報告がされていますけれども、そういう人たちがどうハローワー

クを利用できるか。電話をかけたら終わっていましたでは困ってしまうわけであ

りますから、時間がないシングルマザーなどが使いやすいように工夫をしていく

べきだと思っています。 

 さらに、非正規職員を含めた企業訓練などを促進するために、環境整備にも取

り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

（大田議員）  私も官房長官と一緒にこの戦略をまとめさせていただきましたので、
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尐し補足させていただきたいと思います。 

 この「政策パッケージ」は非常に大きい意味があると思っております。第１に、

これまで企業内訓練が中心だった「職業訓練」の在り方を大きく転換させる。労

働政策で言いますと、失業問題中心だった「消極的労働政策」を、能力形成中心

の「積極的労働政策」に大きく舵を切ったということを意味すると思っています。 

 第２に、「福祉から雇用へ」という基本的な流れの中で、経済的自立・就労、そ

の支援を重視する福祉政策への転換であると言えます。 

 第３に、生産性の向上と最低賃金の引き上げを１つの「政策パッケージ」にし

た。これは産業政策と労働政策の一体運用という、まさに初めての新しい試みだ

と思います。 

 これらの政策がしっかり定着しますと、仕事をめぐる日本社会の在り方を変え

る力を持つのではないかと考えています。安倍内閣は人口減尐と闘うわけですけ

れども、その人口減尐と闘うという意味で、一人一人の人材、貴重な人材を活か

す、人口減尐と闘う安倍内閣にふさわしい「政策パッケージ」だと思っておりま

す。 

 今後、円卓会議の設置を含めて具体化に取り組んでいきますので、どうぞまた

御協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、この戦略について、総理からごあいさつをいただきます。プレスが

入りますので、しばらくお待ちください。 

（プレス入室） 

（大田議員）  塩崎官房長官から「成長力底上げ戦略」の基本構想について御報告が

ありました。総理からごあいさつをお願いいたします。 

（安倍議長） 大変短期間のうちに良い案をまとめていただいたと思います。そのと

りまとめに当たりました官房長官、大田大臣、関係の皆さんに御礼を申し上げた

いと思います。 

 成長によって賃金が上昇していく、あるいは生活水準も上昇していく、つまり

成長によって国民、働く人に、まさにそういう果実が行き渡っていると実感でき

る、また、そのための成長であるという認識は極めて重要であると思います。 

 働く人の観点から成長を考えていただいた。つまり、人材として働く人を中心

に今回は案をとりまとめていただいた。人材を中心に、成長を下支えする基盤を

強化していく、それによって働く人全体の取得水準、生活水準を引き上げていく

重要な政策が盛り込まれていると思います。「人材能力戦略」、「就労支援戦略」、「中

小企業底上げ戦略」、これは人材投資を中心にこの「３本の矢」をまとめていただ

いたわけでございますが、今後官民一体となって、むしろ民の皆さんの御協力な

しには進んでいかないと思うわけであります。役所の壁を超えて、文字どおり社

会全体の取組として推進の体制づくりを進めて、政策の具体化に向けて取り組ん

でいただきたいと思います。 

 「ジョブ・カード」という職業能力を形成する仕組みや、福祉受給者のうち、

希望者への就業の紹介、最低賃金の引上げが重要な柱でありますが、これらの取
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組によってフリーターや母子家庭、子育て終了後の女性、あるいは障害者の方々

が、将来に夢や希望を持って働けるような機会を飛躍的に増やしていただきたい

と思うところでございます。 

 この戦略を進めていくことによって、私たちが今進めている「新成長戦略」は、

誰も置いていくという成長ではないということを示していきたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

（プレス退室） 

（大田議員）  それでは、次の議題に移ります。 

 渡辺大臣、草刈議長がお入りになります。しばらくお待ちください。 

（渡辺臨時議員、草刈規制改革会議議長 入室） 

（大田議員）  お待たせしました。今日はありがとうございます。 

 それでは、規制改革・構造改革特区について審議いたします。恐縮ですが、時

間が限られていますので、５分以内で御説明いただければと思います。よろしく

お願いします。 

 

○規制改革・構造改革特区について 

（渡辺臨時議員） それでは、お手元にお配りしてあります「規制改革・構造改革特

区の取組みについて」という資料で説明をいたします。 

 規制改革は、総理がいつもおっしゃるように、岩盤のような強固な規制が存在

いたしております。この規制を突破するために、改革の数を競うのではなく、国

民が規制改革の成果を肌で実感できること、真に価値の高い課題に重点を置き、

改革をスピーディーに実現することを目指しております。「基本方針2007」に主要

事項を盛り込むために、５月をめどに主要事項を決定し、６月を目途にそのほか

の諸々のものを含めた新３か年計画を策定する予定になっております。 

 構造改革特区でございますが、規制改革の突破口であると同時に、地域活性化

の有効な手法と位置づけております。国の規制等について、市町村などが真正面

から提案できる場としての役割を果たしてまいりました。制度の見直しについて

は、今国会に法案を提出済みでございますが、特区の実現数が減尐し、小粒化し

ているという指摘がございます。そこで、提案制度を強化いたします。募集を法

定化し、地域活性化応援隊などによるサポート体制を充実いたします。提案の実

現の過程で評価委員会が関与するようにするなど、価値の高い提案を重点的に実

現する仕掛けをつくります。 

 次に、「地域が知恵を絞った特区が早期に消滅しているではないか」という指摘

がございますが、これは全国展開の方法を見直します。地域性が強いものや評価

に十分な時間を要するものについて、例えば地域性が強いものとしては、「どぶろ

く特区」などが代表的でございます。評価に十分な時間を要するものとしては、

教育カリキュラムの弾力化や日本版チャータースクール、アメリカのチャーター

スクールとはかなり異質でございますが、そういった公設民営の学校の特区など

がこれに当たるかと思います。こうしたものの全国展開の時期を弾力的に設定す
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ることを考えております。 

 私の方から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、草刈議長お願いします。 

（草刈規制改革会議議長、以下「草刈議長」） １月31日の規制改革会議第１回で議長

に就任をいたしました草刈でございます。規制改革会議の運営方針等について御

報告をいたします。 

 資料「規制改革会議の検討の方向性」の１枚目、「基本認識」という部分がござ

いますが、ここは今の渡辺大臣の発言とも重なるので、時間の関係で割愛をさせ

ていただきます。 

 その下に書いてございます「検討の進め方」ということですけれども、重要課

題解決の阻害要因、つまり消費者、生活者のニーズの阻害要因となっている規制

は、当然のことでございますが、成長阻害要因でございますので、「撤廃・緩和」

を果断に進めていくというのが基本的な考え方になります。具体的な課題の抽出

に当たりましては、優先順位や難易度の見極めをつけながら、メリハリのある目

標設定等、工程管理を目指すということで、具体的には、資料に書いてございま

す３段階に分けて取り組んでいきます。 

 １番目、今年５月の第一次報告に向けまして、乗り出しの期間、「スタートダッ

シュ60日」と書いてありますが、そういう形で５、６個の重点テーマを選んで成

果を目指すとともに、前の会議の成果のフォローアップをしっかりやりたい。 

 ２番目の中期戦略課題。これは１番目に比べて非常に難しい交渉が予想され、

かつ時間を要するテーマについて今年いっぱいで取り組む。 

 ３番目の長期戦略課題。これは会議の最終答申に向けまして、長期戦略課題と

して更に厳しい抵抗が予想される大きなテーマについて、腰を据えて格闘してい

くという課題になります。 

 ２枚目でございますが、具体論に入ります前に、この会議の発足に当たって、

私として心しておきたい点を幾つか申し上げたいと思います。 

 まず、ＰＤＣＡ、とりわけチェックという部分を重視したいと考えております。

これは、今までも会議として確保したつもりの成果、閣議決定等が官僚の怠慢や

故意によって期待どおり実現していないケースがこれまで多々ございます。私が

担当したもので言いますと、例えば教育分野、あるいは混合診療といったところ

でもそういう事態が起きています。いわば北海道の熊が収穫した鮭を笹の葉っぱ

に背負って帰ってみたら、途中で全部落ちていたと、こういう寓話と同じことに

なっているケースが多々ございますので、成果物をきちんと実現をするために、

ＰＤＣＡサイクルの“Ｃ”については、しつこく、粘り強くやっていくことが必

要であると考えています。 

 次に、「効果測定」概念ということですが、2003年に内閣府が1990年から2000年

までの10年間の規制改革の経済効果がトータルで14.3兆円という試算をしていま

す。ただ、その後この種の試算が行われていないわけですが、一方、民間企業で

は、中期計画、業務改革などを行う場合に必ず数値目標を設定して、年次ごとに
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検証するというプロセスが常識になっています。規制改革の場合、必ずしも容易

ではないと思いますけれども、計画決定時に消費者、生活者にどれほどのメリッ

トが還元されるかという計量的な予測、１年後の成果・検証、こういうことを行

っていけば、国民の理解をより得やすいと思いますので、どこまでできるかわか

りませんが、努力をしてみたい。 

 ３番目の消費者／生活者現場重視、４番目の新規課題積極チャレンジ。この辺

は当然のことですが、３番目は、いわゆる現場の重視ということで、えてして官

僚との議論というのは理屈の話になってしまうので、現場に真実があるというこ

とで、できるだけそれに向けて努力をしたい。４番目の新規課題積極チャレンジ。

これは新しい方が今度の会議に随分おられますが、この方たちがかなり新しいこ

とを考えておられますので、この芽を大事にしたいということでございます。 

 具体的な検討分野と課題でございますが、ここに書いてございます「横断的分

野」で２つ、３枚目の「重要検討分野」で５つの大括りをつくってございます。

これは第１回目の会議で決めたところですが、大括りのグループは、省庁縦割り

型ではなくて、問題意識オリエンテッド型という形にして設定いたしました。そ

れぞれに関して今日と明日、合宿を行っていうことで今日全員集まっておりまし

て、先ほど私も中座してきたところです。今月末までには、この辺の課題は全部

正式に決定していきたいと思います。 

 この合宿を通してできるであろう具体例を資料の２枚目から３枚目にかけて例

示しました。期するところ、ジャンル別には、中心はやはり医療、教育、農林漁

業、国際協力関連、こういったところにあると思います。ここには書いてござい

ませんが、諸々の医療関係の宿題、農業の抜本的改革等々、ハードコアなテーマ

もたくさん取り組んでいこうと思っています。 

 例示の幾つかを簡単に御説明いたします。２ページ目の後半に、「横断的制度見

直し」の例示といたしまして「通知・通達整理法」という名前がございますが、

これは平成18年度までにかなり見直しの議論が深まっておりますので、これを今

後具体化して、通知・通達行政を期間限定化あるいは法定化していくというルー

ルづくりを目指したいと思っています。もう１つの例示の「官業改革」、この点で

は、市場化テストの監理委員会との連携が非常に重要だと思っています。 

 ３ページの「重要検討分野」の２番目、「オープンな経済社会の構築」では貿易

手続の簡素化・効率化、これは2008年の稼働予定の次世代シングルウィンドウ・

システムの稼働に向けて、諸々の手続の省庁横断的な業務改革の断行なしには、

真のワンストップサービスはできないだろうと思いますので、この規制改革に取

り組んでいきたい。もう１つ例示してありますアジア・ゲートウェイ構想につい

ては、アジア・ゲートウェイ戦略会議との連携を目指していきたいと思います。 

 ３番目の「質の高い国民生活の実現」、ここでは認定子ども園の例を挙げてござ

います。去年の10月に施行されたわけですが、省庁間の手続解釈や、いろいろな

煩雑な手続で未だに三元化状態にあり、幼保一元化という本来の目的の実現には

まだまだです。尐子化継続の中で早期の実現を目指す努力を促していきたいと思
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います。 

 時間がございませんので、各論は省略しますけれども、後ほど御参照をいただ

きたいと思います。 

 この後、合宿に戻って議論を進めますので、皆様方からの御助言をたくさん伺

って、討議の材料とさせていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

（大田議員）  ありがとうございました。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、民間議員を代表いたしまして、御説明をさせていただきま

す。お手元の資料「規制大国からの脱却と消費者主権の確立を」について説明し

ます。 

 渡辺大臣、草刈議長の方から規制改革特区について方向性を示されたわけです

が、同時に諮問会議といたしましても取り組んでいく。様々な規制改革が進めら

れてきましたが、依然として岩盤の如き規制が残っている。それから特に消費者

ニーズの高い分野の規制が残っているわけでありまして、草刈議長もおっしゃい

ましたように、医療・保育・教育など生活に密着した分野が極めて重要である。 

 これまでの日本の行政は、とかく事業者よりであったわけですけれども、これ

をやはり消費者の選択肢をできるだけ広げる。社会主義国でもないのに、供給不

足による慢性的な行列が残っている分野が多いわけでありまして、こういう分野

こそ、規制改革のニーズが非常に高いのではないだろうかということです。 

 また、そういう消費者の潜在的なニーズを満たすことは、質の高い雇用を生み

出すことにもつながりますし、福祉関係や消費者関係のサービスのニーズはどの

地域にも存在しますので、地域の活性化にも直結する。生産者間の競争を促すこ

とで生産性の上昇を図ることが、まさに成長戦略の鍵になっているわけです。そ

の意味では、こういう岩盤の如き規制の集中的な取り組みを規制改革の会議でも

最大の課題としてお願いしたいと考えております。 

 ２ページ以下に私どもの考える具体的な項目を書いてございます。先ほど草刈

議長がお話になったことの重複を避けて御説明したいと思いますが、まず官製市

場における消費者の潜在的ニーズを満たすものとしては、やはり医療や介護分野

が重要ではないだろうか。医師等の不足地域・分野への対応、あるいは在宅医療

における患者の利便性を向上させるというときに、大事なのは、やはり医師や看

護師・介護職員等の役割分担を見直していく。例えば医療行為に関しては、医師

法がかなり厳格に規定しているわけですけれども、麻酔医が非常に不足している

ようなときに、麻酔看護師という制度が外国にはあるわけですけれども、看護師

の中でもきちんとした訓練を受けた方に、ある程度医師の仕事を代替させること

ができるのではないか。また、医師等の配置基準が厳しいわけでありますが、こ

れも病院ごとの点ベースの配置基準ではなくて、地域という面ベースで配置基準

を見直すということ。あるいは医師の指示書なしでも、ある程度看護師が訪問介

護等できるようにする。これも貴重な医療資源を効率的に使うための１つの方法

ではないか。 
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 病院の待ち行列を解消するためにも、質に応じた価格設定による病院と診療所

の機能分担が必要ではないだろうか。質の高い病院が報われるような価格設定に

しなければ、質の高い病院は増えないわけですから、まさに消費者のニーズに応

えるときに、もう尐し画一的でない価格設定が必要ではないだろうかということ

です。 

 保険者機能の発揮のために、これも規制改革の一連の会議が長年検討してきた

ものですが、レセプトデータの電子化、オンライン化ということが言われている

わけです。これは単にレセプトが従来どおり、医療機関から支払報酬基金に行く

形ではだめであって、保険者が直接病院からオンラインでデータを受理する。こ

れによって、例えば統計的な手法によって審査しないと、いつまで経っても紙を

めくって精査するという原始的なやり方では、効率的にできないのではないか。

今の基金は、むしろ病院と保険者との紛争解決機関の方に特化していただくとい

うことではないかと思います。 

 保育分野は既にお話になったとおりであります。 

 教育分野についても、多様な大学や大学院の参入を可能にするために、設置基

準の問題や学部・学科の設置・改廃の届出に関する事前ルールの明確化に取り組

む、例えば、これは金融庁や特区でもって採用しているような、ノーアクション

レター方式による事前相談みたいなものが可能にならないだろうかということです。 

 農業分野においては、新規参入や土地集約を促進するために、長期借地権制度

の導入、農地所有制の導入、耕作放棄地の買い上げ、そういう改革が生産性の向

上のために必要ではないだろうか。 

 経済社会の変化の中で、消費者ニーズが特に高い分野の規制を改革すると考え

ますと、まず第１に法律サービスの分野があるのではないだろうかということで

す。高齢化が進むといろいろ財産の問題や家族の問題など、様々な法律サービス

に対するニーズが増えますが、今の司法試験の合格者数の上限は、本来資格試験

であるべき司法試験を、いわば大学の入試のような競争試験にしているわけであ

りまして、これは合格者数の上限の撤廃を考えていただく必要があるのではない

か。それによって、せっかくできた質の高い法曹を教育するロースクールの卒業

生が、また受験勉強をしなければいけないという非常に非効率的な状況を防げる

のではないか。 

 都市・住宅分野では中古マンション等の建て替えを円滑にするために、地域の

住宅環境を損なわない範囲で、高層住宅の容積率を割増する。 

 あとは、事後的な監視機能を高めるために、消費者保護ルールの確立であると

か、各省庁における消費者保護部門と産業振興分野を切り離す。それによって初

めて消費者保護が徹底化されるのではないか。消費者の視点からサービスの質を

評価する第三者機関の整備・強化も必要ではないかと考えております。 

 最後に構造改革特区の機能の強化で、これは既に渡辺大臣の方から明確に示さ

れたとおりでありますけれども、この評価委員会が、単に特区の全国展開にかか

わるだけではなくて、本当に大事である特区自体をつくるところに関わっていく
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ということは非常に重要です。規制改革会議と同じように、民間委員が各省庁と

直接交渉をして、そのときにどれを選ぶかということについても、民間の有識者

の方が決定するような仕組みづくりを是非お願いしたいと思います。 

 それから、草刈議長の方にも規制改革会議が特区を有効活用するように、是非

御協力をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。甘利議員から資料が出されております。 

（甘利議員） １枚紙資料「規制改革について」を出させていただいております。こ

れに沿って説明させていただきたいと思います。 

 規制改革の大事な使命は、イノベーションを促進することでありますけれども、

図を見ていただいてもわかりますとおり、新製品が利益を得られる期間がだんだ

ん短くなってきています。イノベーションのスピードは加速していますが、規制

側の対応が遅れがちになっておりまして、このままではせっかくのイノベーショ

ンの成果が実用化されずに、ただいま民間議員の指摘にもありましたとおり、消

費者のニーズに沿った製品、サービスができないということになりかねません。

特に民間議員ペーパーで挙げられているような官製市場については、経済社会の

変化や多様な顧客ニーズへの対応が遅れていると考えておりますが、是非、規制

改革会議で国民の視点から精力的な議論を期待したいと思っております。 

 また、最先端の技術分野では、規制改革の対応を促進するために、イノベーシ

ョンの実現に向けた関係官庁と民間関係者の対話の場の設定というアプローチが

有効であります。先般、柳澤厚生労働大臣のイニシアチブにより、私と伊吹文部

科学大臣が参加しまして、先月「革新的創薬のための官民対話」を設置いたしま

した。これは医療分野のためのイノベーションを進める上で、画期的な取組であ

ると思っておりまして、今後とも是非柳澤厚労大臣とも相談しながら議論を深め

たい。柳澤大臣にお願いに伺ったんですが、国民の命にかかわる行政をいろいろ

担当している省として、最後はすべて国民の命の責任を持たなければならない。

だから、どうしても臆病になることは理解してほしいという話がありました。そ

れを乗り越えて関係官庁と民間関係者の対話の場ができたわけでありまして、こ

れは非常に意義ある出来事だと思っております。 

 それから規制改革につきましては、私から昨年の12月７日の諮問会議で、その

効果について「光」と「影」の両面があることの問題提起をさせていただいた次

第です。 

 「影」の面は賃金の低下や安全性への懸念であります。規制改革はイノベーシ

ョンを引き起こす、これが一番大事と先ほど申し上げましたけれども、イノベー

ションが起きなくて、単に過当競争に陥ってしまうという懸念も一部にはありま

す。これについては、私が昨年自民党の政調会長代理として予算委員会で質問を

しましたが、その際にも、当時の小泉総理に申し上げた次第であります。それ以

外に、例えば賃金低下は、個々人のスキルアップ、生産性アップが不十分なため

に生じることもあります。これは規制改革を行うことによって、カネやモノはよ
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り生産性の高いところに速やかに移動するということに対しまして、ヒトが新し

いスキルを身につけるのには時間がかかるためであります。規制改革とともに、

個々人の意欲や能力を向上させる人材重視型の経営や、これを進める政策がこれ

まで以上に重要であると思います。「底上げ戦略」などの着実な実施を通じまして、

この「影」の部分を軽減していくことが必要と考えております。 

 以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、尾身議員。 

（尾身議員） 規制改革については、福祉のところでいつも思っているんですが、例

えば診療報酬の点数制などは、今はコスト主義になっているので、老人医療など

はコストが大変かかるから点数が高い。ところが産婦人科はコストがかからない

から点数が低いということで、その結果として需給バランスが合わなくなってい

るので、診療報酬の点数を、需給バランスをベースに考えて、例えば、遠隔地で

医療をする人については点数を高くするなど。コスト主義でやると、結果として

需給バランスが合わなくなってくるので、需給バランスのことを考えて補助とい

った何かを考えないとだめなのではないか。例えば、歯医者さんはものすごく余

っているが、これは簡単にできて、土曜、日曜休めていいから。しかし、大学の

病院や地域の病院は過労で大変です。つまり、需給バランスが合わないのに、そ

この点数を上げないというコスト主義での点数制が需給バランスを崩している原

因なんだろうと思うんです。需給バランスで、例えば診療報酬の点数制のような

考え方を是非導入して、社会のニーズにあった対応をするようなシステムをつく

らないとだめなのではないかと思います。 

 それから同じようなことなんですけれども、例えば、老人ホームなどで全部一

人部屋にすると値段が高くなって、そのために看護婦さんも余計要る。お金持ち

は入れるけれども、お金のないお年寄りは、むしろ４人部屋の方がいいというの

がニーズである。４人部屋だとプライバシーはないけれども、何かあったときに

隣の人が連絡してくれるということがあって、それにより看護婦さんの数も尐な

くて済む。何でもかんでもプライバシー重点でやるようなことになると、コスト

もかかるし、うまくいっていないということであります。ニーズを点数に反映す

るような考え方を、全体として社会福祉の方に入れていただくと変わるのではな

いかと思いますので、是非こういうところで御検討いただければありがたいと思

っています。 

（大田議員）  丹羽議員、菅議員。 

（丹羽議員） ２つ申し上げたいと思うんですけれども、規制改革も実施して、特区

もいろいろつくったわけだけれども、新規の参入が非常に尐ない、あるいは効果

が上がっていないという分野が、やはり存在しているということなんです。 

 例えば１つの例で、平成12年に保育所の設置主体制限が撤廃されて、株式会社

やＮＰＯの参入は認められたけれども、参入は全体の２％にとどまっている。こ

の背景にはいろいろ理由がありますが、時間がないので省略しますけれども、各々

の分野で、やはり固有の原因があって実行に移されていないということがあると
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思うんです。改革の実が上がるように、追加的な措置を講じていく、見直すとい

うことが非常に大事ではないかと。したがって、規制改革においてもＰＤＣＡサ

イクルを是非とも確立し、絶えずレビューをして、なぜなのかということを検証

しませんと言いっ放しで終わってしまうと思うんです。 

 その１つとして、今度の「底上げ戦略」にも関連しますけれども、例えば安倍

総理がおっしゃっていた再チャレンジです。この支援総合プランは、相当な努力

を重ねてつくり上げています。これも規制に関係しているんですけれども、例え

ばニート、フリーター対策で、59施策あるんです。予算もついている。それから

パートと非正規の改革でも11施策、失敗者再起で30施策、子育て再就職で21施策、

障害者就業で25施策、団塊の退職者対策で28施策、学び直しで10施策、ＵＪＩタ

ーンで20施策、全体で二百数十の施策が行動プランとして出ているんです。問題

は、これを国民に知らせる必要があるということです。国民にわかりやすく政府

はこんなにやっている、二百数十も実際の行動プランを出して、予算を付けてや

っているということを、是非知ってもらう必要がある。規制改革についても同じ

です。これだけやっているんだということを知ってもらわなければいけない。 

 もう１つは先ほど申し上げた、なぜ参入してこないのか。我々はいいと思って

やったけれども、壁があって参入できないのは何故か。もう１回、それをレビュ

ーしていく。規制改革会議をこれから開いていくということなので、是非この２

つを御議論いただきたいと思います。 

（菅議員） 以前にもこの場で、レセプトのオンライン化の前倒しをお願いしました。

是非、このＩＣＴを活用して前倒しでお願いしたいと思います。と申しますのは、

韓国はこれをやっているんです。韓国はオンライン化によって、7,000 億円以上

の医療費の削減効果があると言われていますから、日本の何分の１かの医療費の

中で、それぐらい効果がありましたので、これは是非お願いしたいと思います。 

 また、ＩＣＴの国際競争力懇談会を総務省で開いていまして、能力はあるけれ

ども、海外になかなか進出できないという話がある中で、ユビキタスの特区をつ

くってはどうだろうという提案をいただきました。このことを挙げておきますの

で、是非よろしくお願いしたいと思います。 

（大田議員）  伊藤議員。 

（伊藤議員） ２点申し上げたいんですけれども、１点目は尾身大臣がおっしゃられ

たことと関連しておりまして、特定の地域、あるいは特定の医療に非常に需給ギ

ャップが生じている。ここでは産婦人科医の問題を取り上げたいと思うんですけ

れども、産婦人科というのは、点数が低いとおっしゃったけれども、非常に尐な

いケースで非常に大きなリスクがあるということで、診療過誤と訴訟リスク、こ

のバランスを考えなくてはいけない。産婦人科医は、今ものすごく数が減ってき

ていて、産婦人科のある病院の数も減っているし、あるところでも月間予約が一

定数に達すると、うちでは受け付けられませんということで妊婦をほかに回して

いるということが生じている。明らかに足りないんです。尾身大臣がおっしゃら

れたように、恐らく点数が低いことが問題だと思うんですが、もう１つは、助産
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師の資格を持った人は医者の行為を助けることができますが、看護師の資格だけ

ではできないことになっているんです。看護師が助産師になるには、６か月余計

にスクーリングしなければいけないということだが、もう尐し簡単な形で、６か

月までいかなくても、ある程度の医療行為を助けることができるのではないかと

いう議論もありますから、そういったところも、是非、規制改革でも取り上げて

いただきたい。点数の問題というのは非常に重要だと思います。また、訴訟リス

クについては、適切な保険、モラルハザードが起きない形の保険を考えることが

できるのではないか。そういったことも是非考えていただきたい。 

 ２点目は規制改革についてですけれども、先ほど甘利大臣の方から影の部分も

あるのではないかというお話がありましたけれども、安全性に関する規制という

のはもちろん必要なわけで、そこまで改革を撤廃しろということは誰も言ってい

ないと思うんです。したがって、参入規制、あるいは価格規制、こういったもの

はできるだけ取り除いていこうということ。航空の規制緩和を15年ぐらい前に行

ったんですけれども、参入規制、価格規制、これらは完全撤廃ではないですが、

ほとんど撤廃した。そのときに参入規制がなくなると、飛行機は安全ではなくな

るのではないかという議論があったんですが、事故率はその後むしろ減ってきて

います。したがって参入規制を撤廃したから、価格規制を撤廃したから、安全で

はなくなるという議論は、私はほとんどの場合間違いだと思います。 

 また、賃金の低下というのも、もし規制産業が独占利潤を享受していて、それ

を従業員にも分け与えているのであれば、賃金は高止まりしているという可能性

があります。航空で言えば、スチュワーデスがハイヤーで送り迎えされていたと

いうが、これは、今はバスや電車で行っています。そこでの賃金の低下というの

は、適正賃金に下りてきたということですから、余り影の面は強調されない方が

いいのではないかと思います。 

 以上です。 

（御手洗議員） 先ほど草刈議長のお話で、鮭の話を聞いたんですが、なるほどと思

ったんです。今までは数百の命題を出すというふうに、国民や民間事業が個別に

問題を提起する形で進められてきたんです。そのために規制の細部に詳しい行政

や、規制によって既得権を得ている人たちの抵抗をなかなか退けられないという

現実もあったわけです。その結果として、医療などの重要な分野で根本的な改革

はできないという反対側の現実があったわけです。規制改革・民間開放推進会議

の昨年末の答申書では、行政がすべての規制について定期的に見直す制度が提言

されているわけです。こうした制度を活用して、官邸のイニシアチブにおいて、

行政部門も規制を存続させる必要があるかないかということを不断に見直して、

それを明確に国民に説明する。国民側と行政側の両側があって実効あることがで

きるのではないかと思います。それが１点です。 

 もう１点は、この中でもう１つ加えてもらいたいことは、地方分権という視点

についてですけれども、今後３年以内に地方分権一括法や道州制のビジョンが策

定されるということになっておりますが、それまでの間も規制改革は続けなけれ
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ばならないです。したがいまして、規制改革の中で可能な限り国から県へ、３年

の期間でも国から県へ、県から市町村への権限移譲というような観点から、広域

的な連携を阻害するような規制を改革してもらいたい。そうすれば、３年後に道

州制などを議論するときに、実効性のある分権の実現ができると思うんです。 

 いずれにしましても、規制改革の検討課題の進め方については、これから集中

的に検討を進められる規制改革会議と十分な連携をとりながらやっていただきた

い。その２点です。 

（大田議員）  今までの御議論で何か最後に一言ずつありますでしょうか。 

（渡辺臨時議員） 今日いろいろ御提案、御意見いただきましたので、これを踏まえ

て、規制改革会議で精力的に議論を進めていただきたいと思っております。 

 それから、菅大臣の方からユビキタス特区のお話がございましたが、ユビキタ

ス社会とは、「いつでも、どこでも、誰とでも」ということだと思うんですが、こ

ういう社会にあって、「今だけ、ここだけ、あなただけ」というセキュリティも非

常に必要なわけですから、こういう特区というのは、そういうことを検証するの

にすばらしい構想だと思います。是非、実現をしていきたいと思います。 

 また、多尐領空侵犯的になって恐縮なんですが、民間議員のペーパーにありま

す「司法試験合格者の上限の撤廃」等があるんですが、私はついこの間まで金融

担当副大臣をやっておりまして、ロースクールで、是非、金融商品取引法を教え

てほしいと言っているんですけれども、ほとんどやっていただいていないんです。

したがって、こういう新しい金融サービス分野の専門家を育成するには、ロース

クールレベル、大学院レベル、会計大学院なども含めて、金融サービス法制や金

融論を徹底して勉強してもらった人たちが官民に散らばっていく構図が必要だと

思うんです。別に金融庁に来なくても発行会社や証券会社や取引所など、そうい

うところにコンプライアンス感覚、共通のものを持った金融サービス士のような

制度を是非つくっていただきたい。これは多尐、領空侵犯ですみませんけれども。 

（大田議員）  手短にお願いします。 

（尾身議員） これは審議会の先生方の議論なしに提案箱というか、要望箱というか、

そういうものを出して、末端で本当に困っている人からの提案なり要請といった

ものを受け付けるシステムをつくって、非常に末端で苦労している人がいるから、

それを全部取り上げて、それを全部こなすということを、是非お願いします。 

（草刈議長） システム自体はありまして、年に２回「あじさい」「もみじ」という集

中受付月間があって、６月と11月に全国から数千件毎年来ております。ただ、尐々

マンネリ化している部分があって、それをどうするか、これは我々の課題だと思

っております。 

（大田議員）  是非わかりやすく、丹羽議員がおっしゃったように、アピールしてい

ただきたいと思います。 

（草刈議長） 今日のお話、大変貴重なお話をたくさん伺いましてありがとうござい

ます。今から合宿に戻りますので、配布された資料も皆さんにコピーを配って、

一生懸命、今日サジェスチョンをいただいたことを生かすように努力していきた
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いと思います。どうもありがとうございました。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、今日の民間議員その他の御提案を

踏まえて、合宿でしっかりと御議論をいただいて、４月頃に重点項目とその改革

の方向性の粗々のところをお出しいただいて、諮問会議で御審議をいただければ

と思います。「骨太2007」に安倍内閣としての規制改革の基本方針を盛り込むこと

になっておりますので、渡辺大臣、草刈議長、どうぞ精力的にお願いいたします。 

（安倍議長） 草刈議長お疲れさまです。大変わかりやすい例で、せっかくとった鮭

ですから、胃袋に入らないと意味がないということで、とったものを確実に胃袋

に入れるように、チェックしていただきたいと思います。また、規制改革という

のは、成長にも重要ですし、国民の生活にとっても重要ですから、生活に密着し

たサービス分野の規制改革をはじめとして、これはしっかりと取り組んでもらい

たい。「聖域なき改革」に取り組んでもらいたいと思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。 

（渡辺臨時議員、草刈規制改革会議議長 退室） 

（大田議員）  では、市場化テストの落合委員長が入室されます。この担当大臣は私

ですので、どうぞ支援をよろしくお願いいたします。 

（落合官民競争入札等監理委員会委員長 入室） 

（大田議員）  それではお待たせいたしました。市場化テストの審議に入ります。時

間が尐し押しておりまして限られておりますが、どうぞよろしくお願いします。 

 御説明は５分程度でよろしくお願いします。 

 

○市場化テストについて 

（落合官民競争入札等監理委員会委員長、以下「落合委員長」） まず初めに、このよ

うな機会を与えてくださいましたことに対しまして感謝いたしたいと思います。 

 まず、お手元の資料「市場化テストの今後の進め方について」の１ページをご

らんいただきたいと思いますが、監理委員会は去年の７月に発足いたしましてか

ら、２回基本方針を定め、改定を行い、資料に掲載されている分野、事業等につ

きまして、市場化テストの対象として選定いたしました。 

 ２ページをごらんいただきたいんですが、そういう形で委員会は発足し、活動

を始めたわけですけれども、公共サービス改革の基本方針の次回改定が夏ごろに

予定されており、それに向けて作業を行うことを考えておりまして、その対象事

業の選定と実施要綱が大きな課題でありますけれども、対象事業の選定に関しま

しては、２ページの下の部分にありますような、➀から⑥までの業務につきまし

て、重点項目として対象事業の選定を進めることを考えております。 

 次に、今までの経験を踏まえて、監理委員会としての今後の課題ということに

つきまして、若干意見を申し上げたいと思います。３ページをご覧ください。 

 まず「簡素で効率的な政府」というものが大きな政策目標として我が国では重

要なものになっているわけですけれども、それを実現するためには、公共サービ

スの改革を進める観点から、各府省において自ら行うべき業務とそうでない業務
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とを、自ら検討するということがまずもって必要であろうと思います。この点に

つきましては、既に公共サービス改革法においても、各府省において自ら点検を

すべしという議論が法律上も定められております。したがって、「簡素で効率的な

政府」の早期実現を目指す以上は、各省庁が自ら業務を点検するという作業を一

定の時間を区切って行うべきであろうと考えており、その作業と相まって監理委

員会が自らやる部分と、各省がそれぞれ考えてきたメニューとを突き合わせる中

で行えば、更に市場化テストの範囲は拡大していくだろうと考えております。 

 それが私どもの一番お願いしたい点でありますけれども、対象業務を絞るとい

うことにおきましても、公権力の行使を伴う業務につきましても、これは対象に

なるんだと、法律上も明らかでありますし、これを公権力だから云々という形で

抵抗するようなことはやめて、これも積極的に対象に含めていくべきであると考

えております。 

 この点につきましては、「例えば」というところにありますけれども、不動産登

記簿等の登記事項の証明という業務は、公権力の行使なんですけれども、これを

全部市場化テストの対象にして行うということを法務省で決め、監理委員会とし

ても大いに評価（アプリシエイト）したわけです。そういうことも行われており

ますので、公権力だからという仕分けは、是非やらないようにしていただきたい

ということであります。 

 また、民間の創意と工夫が活かせるような形で対象事業が定められないと、コ

ストの節約も非常に難しい。つまり、対象業務が非常に狭いと、そこに創意と工

夫を働かせる範囲も狭くなり、市場化テストを導入した意味が余り出てこないと

いうことがありますので、対象事業の範囲は極力創意と工夫が活かせるような広

い範囲にするということを考慮していかなければいけない。契約も単年度ではな

くて、複数年という形で創意と工夫が実際に活かせるような形のものにすべきで

あろうということであります。 

 各府省としては、自分がやっております業務を自らやらなくなり、民間に委託

をしていくということになりますと、自分の権限が縮小されたという意識をどう

しても持つわけです。そうしますと、省益が先に立ちまして、国益がどうしても

ないがしろにされるということは、ある意味では組織の対応としては当然のよう

にも思えるわけです。そこで、省益を超えた国益という視点から「簡素で効率的

な政府」を早急に実現していくために、政治のリーダーシップが不可欠であると

感じております。 

 簡単ですが、以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、民間議員からお願いいたします。 

（八代議員） それでは民間議員ペーパーを御説明させていただきます。「公共料金の

全面的な改革のために」ということでございますが、落合委員長から御説明があ

りましたように、「市場化テスト」は、本来英語のマーケット・テスティングの直

訳でありまして、決して市場原理に基づくものではないわけです。市場という道

具を使って、独占的な官の事業を競争にさらすということがポイントであります。
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その結果、質の高い公共サービスをより安いコストで提供するものを選定する制

度でありまして、民営化とは実は違うものであります。 

 市場化テストは、他国の例を見ても官民の勝敗は五分五分です。官が競争入札

で選ばれた場合には、官の効率性が証明される。民が選ばれた場合には、官の下

で民に包括的に委託されて、事業運営に民間の創意工夫が活かされるわけですか

ら、いずれにしても、官の責任で事業を行うことは変わらないわけです。その意

味で、これは民営化をすべきかどうかをテストするものではなくて、あくまでも

それは別のところで判断していただくということです。官の責任で行うビジネス

について実際の運用まで官とすると考えるか、それとも民に委ねるかということ

をテストするものであります。 

 したがって、各府省にとって、このようなテストを拒否する正当な理由はない

わけでありまして、官業として続ける必要性を示すためにも、原則としてテスト

を受けるべきであります。ただ、残念ながら、我が国では制度開始から間もない

こともあり、対象範囲はごく限定された範囲にとどまってしまっている。 

 落合委員長から御説明いただきましたように、「監理委員会が選定した分野を対

象事業とする手法の導入」ということでありますが、監理委員会が「官が自ら直

接行う必要があるとは言えない」分野を選定し、市場化テストを導入する手法を

加えるべきではないだろうかということであります。 

 監理委員会は、市場化テストにふさわしい分野を、毎年重点分野として選定す

る。各府省は該当する業務のうち、市場化テストの対象にならないとする業務が

あったとすれば、それを明確な根拠で立証する責任を負うわけであります。監理

委員会は、各府省による立証が不十分とみなした場合には、市場化テストの実施

を勧告するものとしていただくのはどうか。監理委員会は、各府省における市場

化テストの導入状況を把握・整理・評価し、定期的に公表していただく。 

 それから「対象とする機関の拡大」でありますが、各府省の企画立案部門につ

いては別にいたしまして、特別会計等の現業部門、独立行政法人、政策金融機関

等は、原則として、その全ての業務について市場化テストを導入すべきであると

いうことであります。 

 ただ、かつてありましたように、駐車違反の取り締まりのように、警官自らが

やっていた警察署の業務についても、これは事実行為として民間に委託された場

合もあるわけですから、必ずしも現業部門に別に特化することはないわけです。

そういう意味でも、是非、監理委員会は改革工程を策定していただきたいと存じ

ます。また、地方自治体に対しても、地方の行革指針で既に明記されていますが、

市場化テストの導入に更に積極的に取り組むように要請すべきであろうと考えま

す。 

 「規制改革会議との連携」でありますが、先ほど草刈議長もおっしゃいました

ように、依然として官業の改革は規制改革会議でも考えておられますので、是非

連携して、具体的な重点分野を選定して、拡大していただければどうかと考えま

す。 
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 よろしくお願いいたします。 

（大田議員）  一言補足しますと、これまで市場化テストというのは、民間からの提

案を受けて、その業務について行うということだったんですけれども、今回御提

案があったのは、監理委員会で、例えば窓口業務や公物管理など、そういう分野

を定めたら、やはり各府省自らすべて見直して、この業務は市場化テストに合致

しないとするのであれば、官の方が立証責任、説明責任を果たすという方式に転

換できないかというのが民間議員からの御提案だったと思います。これについて、

御意見をいただければと思います。 

（丹羽議員） 市場化テストは、官が行うよりも民がやった方が、国民のためにより

よいサービスが効率的にできるかどうかということをテストするものだと思うん

です。そのときに我々民間が官の仕事を、公共性が非常に強いものは別ですけれ

ども、それ以外のものについてやろうとする場合に、我々が市場化テストに参加

しようという場合は、尐なくとも官のステータスで、同じ給料、同じ人員を雇用

してやるということになると、ほとんど市場化テストをやる意味がないのではな

いかと思うんです。ということは、民がやった方が非常に効率的だという場合は、

やはり主に人員の給与や数など、そういうことが非常に大きなウェートを持つと

思うので、その辺についてある程度一定の基準をつくっていく必要があると思う

んです。そうしませんと、市場化テストという名前はいいんだけれども、実際に

民がそれに対してどの程度参加できるかということは非常に疑問だと思うんです。 

 例えば、市場化テストをして、これは民がやった方がいいという場合は、民と

して引き受ける場合、あるいは委託を受ける場合は、必ず人員のカットをしまし

ょうと、その方がサービスを落さなくてもできますよといったことや、あるいは

給料が非常に高過ぎるから、これはやはりカットしなければいけないといった問

題が必ず出てくると思うんです。その辺について、それを条件は一切変えません、

そのままやってくださいというのでは、恐らく市場化テストを行う意味はあまり

ないのではないかと思うんです。その辺のところは、はっきりさせておく必要が

あるのだろうと思います。 

（大田議員）  そこは監理委員会が入って行うわけですね。 

（落合委員長） 具体的には実施要綱というものを定めるわけなんですけれども、そ

の際に、非常に効率化にされて、かつ良質なサービスが提供されるための具体的

な基準であって、民間の創意と工夫が活かせるような形で実施要綱をつくること

を監理委員会は心がけております。 

（大田議員）  では、簡潔にお願いします。 

（菅議員） 地方自治体に対してもというお話でありますけれども、既に総務省は通

達を出しておりまして、うまくいっているところは、それぞれの地方自治体に成

功例としても示すような、そういう仕組みを今つくっていますので、更に進めた

いと思います。 

（大田議員）  ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

これは本当に対象業務を広げるのに苦労して、監理委員会には本当に御苦労を
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いただいていますので、これからは拡大させる分野を決めて、その部分は各省自

ら洗い直していくという方式に変えていきたいと思います。 

 また、特別会計や独立行政法人などの現業部門の市場化テストについても、監

理委員会で改革工程をおつくりいただければと思います。 

 総理から何か。 

（安倍議長） 国民負担の最小化を我々は目指しているわけですが、行政の効率化を

進めていく上においても、市場化テストは、私は極めて有効な手段だろうと思い

ますので、対象を拡大していくように努力をし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。 

今日はどうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の

諮問会議を終了いたします。 

 

（以 上） 


