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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） 

○ 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）
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（概要） 

○「成長力底上げ戦略」について

（塩崎議員） 資料「成長力底上げ戦略（基本構想）（概要）」をご覧いただきたい。 


まず経緯を御説明する。前回、総理から私と大田議員に対し、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御指示があった。これを踏まえ、私を

主査、大田議員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、２月１日に第１回会合を開いた。その後２回ヒアリングな

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。 

内容について、１ページ目は基本的な姿勢。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り、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。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、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 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。そこで、戦略は具体的にタ

ーゲットとすべき事例、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、それらの課題解決に取り組む戦略として、

「３本の矢」という形で、１．「人材能力戦略」、２．「就労支援戦略」、３．「中小

企業底上げ戦略」を柱としている。 

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。「ジョブ・カード制度」

は、フリーターや母子家庭の母、子育て終了後の女性、さら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、企業において一定期間

職業訓練を受ける機会を積極的に提供するものである。そして、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した「ジョブ・カー

ド」を交付することを提案している。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、これはＯＪＴと座学を組み合わせたものだが、こうした訓

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る。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。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る

し、日本の経済成長を支える人材の底上げにつながる。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。また意欲のあ

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いる。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」にもその旨記

載する。こうした仕組みの検討には、イギリスで 400 万人以上の労働者が取得して

いると言われるＮＶＱ（National Vocational Qualification）が参考になるが、

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少なくし、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。まず 19

年度に官民からなる「構想委員会」を設置して具体的な構想を詰めていくこととし、

本格実施は 20 年度以降となる。なお、19 年度中もこのシステムにつながる「先行

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。 
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３ページ目、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、「推進５か年計画」を新たに策定し実施する。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。５か年計画の１つの柱として、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」がある。厚生労働省でも

19 年度から実施予定だったが、内容を抜本的に強化し、地域の産業界との連携体制

を整え、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。 

４ページ目、第３の「中小企業底上げ戦略」は、中小企業の底上げを図るため、

生産性の向上と 低賃金の引上げに向けて政策の一体的な運用を行う。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 低賃金を見直し、

引上げにより逆転現象を解消したい意向だが、これは就労促進を進めていく上でも

必要である。世界的に見て日本の 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、 低賃金の引上げがテーマとなる。し

かし、 低賃金は都道府県別に設定しており、東京都は時給 719 円であるが、仮に

これを一挙に引き上げるとなる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されている。そこで、生産性と 低賃金の悪循環

を解決するため、「生産性向上」と「 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。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

れてきたが、統一的な政策目標を設定し、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。この「成長力底上げ戦略」を推進するため、政府・経済界・労働

界が参加する「円卓会議」を設置し、生産性の向上を踏まえた 低賃金の中長期的

な引上げの方針について政労使の合意形成を進め、それを踏まえて政策展開を行う。

また、中小企業の生産性の向上を図る施策としては、例えば下請取引の適正化があ

る。生産性向上の成果を下請業者にも適正に配分することが重要である。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。一方、 低賃金は、

こうした生産性の向上を踏まえつつ、その引上げを進めていく。 

５ページ目、「戦略の推進体制」について、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。具体的には、国と地方の両方に「成長力底上げ戦

略推進円卓会議（仮称）」を設置し、政労使で戦略の基本方針について合意形成を

図り、官民一体となって推進していきたい。進め方としては、原則今後３年間に集

中的な取組を行う。また、戦略の効果を 大化させるため、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。いわば国民運

動的に、日本の、特に中小企業を中心とする地域経済を含めて、体質改善と体質強

化、構造改革を行っていきたい。 

（御手洗議員） 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経済にとっても大変意義深いこ

と。そういう意味で、「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。企業は、これから景気が良くなる

に従ってどんどん労働需要が増える。正社員化は今でも進んでいるが、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う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、是非進めて

ほしい。 

   ただ、「ジョブ・カード」の内容、スキルを上げることに対しては、既存の制度

3


平成 19 年第３回経済財政諮問会議 



や組織を活用することが非常に効果的だと思う。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、縦割り行政の弊害があるので、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、スキルを上げてもらいたい。 

もう１つは、官主導で政策をつくる時にはニーズに合った政策を重点的に行う必

要がある。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。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、若者ばかりでな

く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。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、今日の産業・雇用状態にマッチしたことだと思う。 

（八代議員） これまで格差の問題を考えるときに、賃金だけではなく、企業の内と外

とで良い訓練機会の差が非常に大きく、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。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。 

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

事であるが、福祉作業所だけでなく、刑務所なども考えたらどうか。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だから、高い

賃金を得られるような能力開発も同時にやっていくことは非常に大きな意味があ

る。 

（丹羽議員） ２点申し上げたい。１つ目は「ジョブ・カード制度」について。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。ある程度のバウチャーがあり、それで入社試

験を受けて働くということで、産業界としては、ＯＪＴの面で協力をする、こうい

う形が望ましいだろうと思う。例えば非正社員やフリーターだけでなく、一般の人

も社会のことをわかってもらう意味から対象にするのが望ましい。イギリスの場合

はこれが 400 万人に上って続いているわけだから、そういうもっと広い範囲でやっ

ていただきたい。 

２つ目は 賃法の問題について。はっきりした数字は調べてもらっているが、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。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、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である。年代別に、本当に給料が下

がっているのか、上がっているのかという検証は、少なくともやってみる必要があ

る。我々の人材派遣会社によると、パートや非正社員の給料、時給は上がっている。

だから年齢別に、例えば 20 代、30 代、40 代、50 代というふうに分けて一度分析し

てみる必要がある。 

もう１つ、 賃の引上げについて、文章に書いてあるのはいいが、どうも表現の

歯切れが悪い。発表されるときは、是非もう少し歯切れの良い形で、 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んだ、ということをはっきり

打ち出された方がいい。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。 

中小企業に影響が及ぶという話が出たが、中小企業対策はこれとは別に考えてい

かなければいけない。 低賃金は地域経済の状況を考えて決めるわけだから、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が、国としての 低ミニマムは

これぐらいまで引き上げる必要があるということを、わかりやすく打ち出していた

だきたい。 
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（菅議員） 丹羽議員が言われたことと全く同じで、 賃については、国民の関心が非

常に高まっており、インパクトがある形でわかりやすく発信することが大変大事で

あるので、是非お願いしたい。 

（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と

なる。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。 

経済産業省としては、「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、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いる。

他方で「成長力底上げ戦略」としては、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。 

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。公取等とも連携していく。これにより、成長の成果を大企業から中小企業に波

及させたい。さらに、中小企業のＩＴ化など経営革新をアドバイスする者を全国に

配置するなど、きめ細かに中小企業を応援していく。生産性向上の特別経営指導員

とでもいう人を配置し、ＩＴ化等を含めたアドバイスをしていく。 

人材能力戦略のポイントは「ジョブ・カード制度」である。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るが、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、当省も努力していく。どういうスキルを身につけるかは、

どういうニーズがあるかをきちんと調査しておかないと、それが就業につながらな

い。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調査した上で、そのスキルアップをしていく

ということ。 

それから、「底上げ戦略」にあるとおり、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。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。 

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るが、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

告もあるが、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

終わっていたというのでは困るので、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。 

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。 

（大田議員）  私も塩崎議員と一緒にこの戦略をまとめさせていただいたので、少し補

足させていただく。 

   この「政策パッケージ」は非常に大きい意味がある。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。労働政策で言うと、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

きく舵を切ったことを意味する。 

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る。 

第３に、生産性の向上と 低賃金の引上げを１つの「政策パッケージ」にした。
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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である。

これらの政策がしっかり定着すると、仕事をめぐる日本社会の在り方を変える力

を持つと考えている。一人一人の人材、貴重な人材を生かす、人口減少と闘う安倍

内閣にふさわしい「政策パッケージ」だと思う。 

今後、円卓会議の設置を含めて具体化に取り組んでいくので、御協力をよろしく

お願いする。 

（プレス入室） 

（大田議員）  塩崎議員から「成長力底上げ戦略」の基本構想について御報告があった

ので、総理からごあいさつをお願いする。 

（安倍議長） 大変短期間に良い案をまとめていただいた。取りまとめに当たった塩崎

議員、大田議員、関係の皆さんに御礼を申し上げたい。 

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、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だろうと思う。 

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

案を取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う。「人材能力戦略」、「就労支援戦略」、「中小企業底上げ戦

略」、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だが、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これは進んでいかない。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。 

「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、 低賃金の引上げが重要な柱だが、これらの取組によってフリ

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

望を持って働ける機会を飛躍的に増やしていただきたい。 

この戦略を進めていくことにより、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う。 

（プレス退室） 

（渡辺臨時議員、草刈規制改革会議議長 入室） 

○規制改革・構造改革特区について

（渡辺臨時議員） お手元の１枚紙で説明する。 

規制改革については、総理がいつも言われるように、岩盤のような強固な規制が

存在している。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いる。「基本方針 2007」に主要事項を盛り込

むために、５月を目途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である。 

構造改革特区については、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いる。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きた。制度の見直しについては、今国会に法案を提出

済みだが、特区の実現数が減少、小粒化しているという指摘があるので、提案制度

を強化する。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す

る。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
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重点的に実現する仕掛けをつくる。 

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あ

り、全国展開の方法を見直す。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、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だが、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うが、こうしたものの全国展開の時期を弾力的

に設定することを考えている。 

（草刈規制改革会議議長、以下「草刈議長」） 規制改革会議の運営方針等について報

告する。 

資料の１枚目、「基本認識」だが、ここは今の渡辺臨時議員の発言とも重なるの

で、時間の関係で割愛する。 

その下の「検討の進め方」。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、当然のことだが、成長阻害要因であるので、

「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る。具体的な課

題の抽出に当たっては、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。具体的には、ここに書いてある３段階に分けて取

り組む。 

まず今年５月の第一次答申に向けて、「スタートダッシュ 60 日」という形で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

プをしっかりやる。 

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 終答申に向け、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。 

次のページ、具体論に入る前に、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。 

まず、ＰＤＣＡとりわけチェックという部分を重視したい。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ある。私が担当したもので言うと、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る。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あるので、成果物をきちんと実現

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る。 

   次に、「効果測定」概念について。2003 年に内閣府が 90 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るが、その

後この種の試算が行われていない。民間企業では、中期計画、業務改革等を行う場

合に必ず数値目標を設定して、年次ごとに検証するというプロセスが常識になって

いる。規制改革の場合、必ずしも容易ではないと思うが、計画決定時の消費者、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年後の成果の検

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うので、どこま

でできるかわからないが、努力してみたい。 

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

当然のことだが、３番目はいわゆる現場の重視。えてして官僚との議論というのは
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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

会議に随分おられるが、この方たちがかなり新しいことを考えているので、この芽

を大事にしたいということである。 

具体的な検討分野と課題だが、「横断的分野」で２つ、「重要検討分野」で５つの

大括りをつくっている。これは第１回目の会議で決めたところだが、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で設定した。

それぞれに関して今日と明日、合宿を行って検討するということで今全員集まって

おり、先ほど私も中座してきたところ。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。 

   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

た。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

うところにある。ここには書いていないが、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にもたくさん取り組んでいこうと思っている。 

例示の幾つかを簡単に説明する。２ページ目の後半に、「横断的制度見直し」の

例示として「通知・通達整理法」とあるが、これは 18 年度までにかなり議論が深

まっているので、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。もう１つの例示の「官業改革」について

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る。 

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 年に予定している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と思うので、この規制改革に取り組んでいきた

い。もう１つ例示してあるアジア・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。 

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ある。

去年の 10 月に施行されたが、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ある。少子

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。 

時間がないので、各論は省略するが、後ほど御参照いただきたい。 

この後、合宿に戻って議論を進めるので、皆様方からの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。 

（八代議員） それでは、民間議員を代表して、「規制大国からの脱却と消費者主権の

確立を」というペーパーについて説明する。 

渡辺臨時議員、草刈議長から規制改革と構造改革特区についての方向性が示され

たが、同時に諮問会議としても取り組んでいく。様々な規制改革が進められてきた

が、依然として岩盤の如き規制が残っている。特に消費者ニーズの高い分野の規制

が残っているので、草刈議長も言われたように、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寄りであったが、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く、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

ないか。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る。福祉関係や消費者関係のサービスのニーズはどの地域

にも存在するので、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
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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。その意味で、こういう

岩盤の如き規制への集中的な取組を規制改革会議でも 大の課題としてお願いし

たいと考えている。 

２ページ以下に具体的な項目を書いている。草刈議長が言われたこととの重複を

避けて説明するが、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の向上のために、大事なのは、医師や看護

師・介護職員等の役割分担を見直していくことだ。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が、例えば麻酔医が非常に不足している。麻酔

看護師という制度が外国にはあるが、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だが、これも病院ごとの点ベースの配置基準ではなく、地域と

いう面ベースで配置基準を見直す、あるいは医師の指示書なしでも、ある程度看護

師が訪問介護等ができるようにする。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。 

それから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。まさに消費者のニーズに応えるときに、もう

少し画一的でない価格設定が必要ではないかということ。 

あと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やってきた

ものだが、レセプトデータの電子化、オンライン化が言われている。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、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

方となり、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。 

保育分野は既にお話になったとおり。 

教育分野については、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

の緩和とか、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か。 

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か。 

あとは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改革を考える

と、まず第１に法律サービスの分野があるのではないか。高齢化が進むといろいろ

財産の問題とか、家族の問題とか、様々な法律サービスに対するニーズが増えるが、

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、やはりこれは合格者数上限の撤廃

を考える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。あるいは、都市・住宅分野。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の消費者保護ルール確立であるとか、各
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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。 

後に、構造改革特区の機能の強化。これは既に渡辺臨時議員の方から明確に示

されたとおりだが、この評価委員会が、単に特区の全国展開だけでなく、本当に大

事な特区自体をつくるところにかかわっていくことは非常に重要。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。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、是非

御協力をお願いしたい。 

（甘利議員） １枚紙の資料に沿って説明する。 

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だが、図でもわかるとお

り、新製品が利益を得られる期間が短くだんだんなっている。イノベーションのス

ピードは加速しているが規制側の対応が遅れがちになっており、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、民間議員の指摘にもあったとおり

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ない。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いるが、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。 

また、 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

効である。柳澤厚労大臣のイニシアチブにより、私と伊吹文科大臣が参加して、先

月「革新的創薬のための官民対話」が設置された。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、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際に、いろいろ

国民の命にかかわる行政を担当している省として、 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ということは理解してほしい、

という話があった。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、非常に意義ある出来事だと思っている。 

それから規制改革については、私から昨年の 12 月７日の諮問会議で、その効果

については「光」と「影」の両面があるとの問題提起をした。「影」の面は賃金の

低下や安全性への懸念。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

だが、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

部にある。これは、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した際

にも、当時の小泉総理に申し上げた。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る。これは規制改革を行

うことによって、カネやモノはより生産性の高いところに速やかに移動するのに対

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る。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。「底上げ戦略」などの着実な実施を通じて、この

「影」の部分を軽減していくことが必要である。 

（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が、例えば診療

報酬の点数制などは今はコスト主義でやっているので、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
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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、どうも需給バランスが

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か何かを考えないと

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。しかし大学の病院とか、地域の病院は過労で

大変だ。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

主義での点数制というのが需給バランスを崩している原因だと思う。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ではないかと思う。 

同じようなことだが、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。４人部屋だとプラ

イバシーはないが、何かあったときに隣の人が連絡してくれて、それで看護婦さん

の数も少なくて済む。ところが何でもかんでもプライバシー重視でやることになる

と、コストもかかるし、うまくいっていない。ニーズを点数に反映するような考え

方を是非全体として社会福祉の方に入れると変わると思うので、是非こういうとこ

ろで検討していただければありがたい。 

（丹羽議員） 規制改革も実施して、特区もいろいろつくったが、新規参入が非常に少

ないとか、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。 

例えば、平成 12 年に保育所の設置主体制限を撤廃し、株式会社やＮＰＯの参入

は認められたが、参入は全体の２％にとどまっている。時間がないので省略するが、

この背景にはいろいろ理由がある。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。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。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て、絶えずレビューをして、なぜかとい

うことを検証しないと言いっ放しで終わってしまう。 

その１つとして、今度の「底上げ戦略」にも関連するが、例えば、安倍総理が言

われた再チャレンジ、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

る。これも規制に関係しているが、例えばニート、フリーター対策で 59 施策あり、

予算もついている。それからパートと非正規雇用の改革でも 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、それから学び直しで 10 施策、ＵＪＩターンで 20 施策と、全体で二百数十

の施策が行動プランとして出ている。問題は、これを国民に知らせる必要があると

いうこと。やはり国民にわかりやすく政府はこれだけやっている。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、これだけやっている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

ったが、やはり壁があって参入できないのは何故か、もう一回、それをレビューし

ていく。規制改革会議でこれからやるということなので、是非この２つを御議論い

ただきたい。 

（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についてお願いした。

是非ＩＣＴを活用して前倒しでお願いしたい。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る。日本の何分の１かの医療費の

中で、それぐらい効果があったので、これは是非お願いしたい。 
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また、ＩＣＴの国際競争力懇談会を総務省でやっているが、能力はあるが海外に

なかなか進出できないとの話があり、そういう中でユビキタスの特区をつくったら

どうだろうという提案をいただいた。これも、是非よろしくお願いしたい。 

（伊藤議員） ２点申し上げたい。１点目は尾身議員が言われたことと関連するが、特

定の地域、特定の医療に非常に需給ギャップが生じている。産婦人科というのは、

点数が低いという話があったが、非常に少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と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る。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。尾身議員が言われたように、恐らく点数が低いということが問題だと思う。も

う１つは助産師資格を持った人は医者の行為を助けることができるが、看護師の資

格だけではできないことになっている。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、もう少し簡単な形で、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

もあるから、そういったところも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う。訴訟リスクについては、適切な、モラルハザー

ドが起きない形の保険というのを考えることができるのではないか。そういったこ

とも考えていただきたい。 

２点目は規制改革について。先ほど甘利議員から影の部分もあるのではないかと

いうお話があったが、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

まで規制を撤廃しろということは誰も言っていない。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く。航空の規制緩和を 15

年ぐらい前に行い、参入規制、価格規制は、完全撤廃ではないが、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なくなるのではないかという

議論があったが、事故率はその後むしろ減ってきている。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う。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

ている可能性がある。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、今はバスや電車で行っている。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だから、余り影の面は強調されない方がいいのでは

ないか。 

（御手洗議員） 草刈議長の鮭の話は、なるほどと思った。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。そ

のため、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。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。規制改革・民間開放

推進会議の昨年末の答申では、行政がすべての規制について定期的に見直す制度と

いうのが提言されている。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。それが１点。 

もう１点。地方分権という視点についても加えていただきたい。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いるが、それ
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までの間も規制改革は続けなければならない。したがって規制改革の中で、可能な

限り国から県へ、３年間の間にも国から県へ、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。 

いずれにしても規制改革の検討課題の進め方については、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きたい。 

（渡辺臨時議員） いろいろ御提案、御意見をいただいたので、これを踏まえ、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いる。 

菅議員からユビキタス特区の話があったが、ユビキタス社会というのは「いつで

も、どこでも、誰とでも」ということだと思うが、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であるから、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である。是非、実現をしていき

たい。 

また、多少領空侵犯的になって恐縮だが、民間議員のペーパーに「司法試験合格

者の上限の撤廃」等があるが、私はついこの間まで金融担当副大臣をやっていて、

ロースクールで、金融商品取引法を是非教えてほしいと言っているが、ほとんどや

っていただいていない。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、会計大学院なんかも含めて、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。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。 

（尾身議員） 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、是非お願いしたい。 

（草刈議長） システム自体はあって、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いる。ただ、ちょっとマ

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

いる。 

（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。 

（草刈議長） 今日のお話、大変貴重なお話をたくさん伺い感謝する。今から合宿に戻

るので、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

ンいただいたことを生かすように努力していきたい。 

（大田議員）今日の民間議員その他の御提案を踏まえ、合宿でしっかりと御議論いただ

き、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

問会議で審議したいと思う。「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いるので、渡辺臨時議員、草刈議長には精力的にお願いし

たい。 

（安倍議長） 草刈議長のお話は大変わかりやすい例で、せっかくとった鮭なのだから

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、チェックをしていただきたいと思う。また、生活に密着したサービス分野をは

じめ、規制改革は、成長にも重要であるし、国民の生活にとっても重要なので、し
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っかりと聖域なく改革に取り組んでもらいたい。 

（渡辺臨時議員、草刈議長 退室） 


（落合官民競争入札等監理委員会委員長 入室） 


○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」） 資料の１ページ。監

理委員会は去年の７月に発足してから、２回基本方針を定め、改定を行い、資料に

掲載の分野、事業等を、市場化テストの対象として選定した。 

２ページ。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

行うことを考えている。対象事業の選定と実施要項が大きな課題であるが、対象事

業の選定に関しては、２ページの下の部分にあるような、➀から⑥までの業務を重

点項目として対象事業の選定を進めることを考えている。 

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について、若干意見を

申し上げたい。３ページをご覧いただきたい。 

   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が、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やるべき業務とそうでない業務とを自ら検討するとい

うことが必要であろうと思う。この点については、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すべしと法律上も定められている。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、各府省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いる。

それが一番お願いしたい点であるが、対象業務を絞るということにおいても、公

権力の行使を伴う業務についても、これは対象になるんだと法律上も明らかであり、

これを公権力だから云々という形で抵抗するという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いる。「例えば」というところにある

が、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であるが、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。そういうことも行われているので、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。 

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、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。 

各府省としては、自分がやっている業務を自らやらなくなり民間に委託をしてい

くということになると、自分の権限が縮小されたという意識をどうしても持つ。そ

うすると、省益が先に立ち、国益がどうしてもないがしろにされるということは、

これ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。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いる。 

（八代議員） 民間議員ペーパー「公共サービスの全面的な改革のために」を説明する。

落合委員長から説明があったように、「市場化テスト」は、本来英語のマーケット・
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テスティングの直訳であり、決して市場原理だけに基づくものではない。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る。

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、民営化とは実は違うものである。 

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。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、事業運営に民間の創意工夫が活かされるわけであるから、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。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、あくまでもそれは別のところで判断してい

ただくもの。官の責任でやるビジネスについて、実際の運用まで官とするか、それ

とも民に委ねるかをテストするものである。 

したがって、各府省にこのようなテストを拒否する正当な理由はない。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だが、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。 

落合委員長から説明いただいたように、「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」については、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か

ということ。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。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。

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」について。各府省の企画立案部門は別にして、

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。 

かつてあったように、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だか

ら、必ずしも現業部門に別に特化することはない。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。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るが、市場化テストの導入に更に積極的に取り組むよ

うに要請すべきと考える。 

「規制改革会議との連携」については、草刈議長も言われたように、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るので、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と考える。 

（大田議員）  補足すると、これまで市場化テストは民間からの提案を受けて、その業

務についてやるということだったが、今回提案があったのは、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、各府省自ら全て見直して、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提案だったと思

う。 

（丹羽議員） 市場化テストは、官が行うよりも民が行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。そのときに

我々民間が、公共性が非常に強いものは別だが、それ以外の官の仕事についてやろ
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うとする場合に、我々が市場化テストに参加するにあたり、官のステータスで、同

じ給料、同じ人員でやる、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。民がやった方が非常に効率的だという場合は、主にやはり人員や給与、そう

いうことが非常に大きなウェートを持つので、その辺についてある程度の基準をつ

くっていく必要がある。そうしないと、市場化テストという名前はよいが、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疑問。 

例えば、市場化テストをして民がやった方がよいという場合、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、その方が

サービスを落さなくてもできますよとか、あるいは給料が非常に高過ぎるからやは

りカットしなきゃいけない、そういう問題が必ず出てくる。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やる意味は

ないと思う。その辺のところは、はっきりさせておく必要があると思う。 

（大田議員） そこは監理委員会が入って行うと思うが。 

（落合委員長） 具体的には実施要項というものを定めるのだが、その際に、非常に効

率化され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項をつくることを監理委員会は心がけてい

る。 

（菅議員） 地方自治体に対してもというお話だが、既に私どもは通知を出しており、

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るので、更に進めたい。 

（大田議員） 監理委員会は対象業務を広げるのに本当に御苦労いただいているので、

これからは拡大させる分野を決めて、その部分は各府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う。 

特別会計、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う。 

（安倍議長） 国民負担の 小化を目指しているが、行政の効率化を進めていく上でも、

市場化テストは極めて有効な手段だと思う。対象を拡大していくように努力をして

いただきたい。 

（大田議員） 以上をもって、本日の諮問会議を終了する。 

      （以 上）
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