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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 4 月 6日(金) 17:32～19:01 

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        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 

 

        花 見  忠   ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会

座長 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）ハローワークについて 

（２）労働市場改革について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会報告書について 

（花見ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会座長提出資料） 

○ ハローワークへの市場化テストの導入（有識者議員提出資料） 

○ ハローワークについて（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 労働市場改革専門調査会第１次報告（骨子） 

（八代労働市場改革専門調査会会長提出資料） 

○ 『働き方を変える行動指針』の策定に向けて（有識者議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第７回） 
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○ 労働市場改革について（柳澤臨時議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会報告書 

（花見ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会座長提出資料） 

○ ハローワークについて（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 労働市場改革専門調査会第１次報告 

○ 労働市場改革について（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 「基本方針 2006」の総点検について（有識者議員提出資料） 

○ 「経済成長戦略大綱」の進捗状況について（甘利議員提出資料） 

○ 「経済成長戦略大綱」の進捗状況について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ 日本の生産性の現状（内閣府） 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（プレス入室） 

 

（大田議員）  ただいまから、今年７回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

 

（プレス退室） 

 

（大田議員）  本日の議題ですが、初めに柳澤大臣と、それから「ハローワークとＩ

ＬＯ条約に関する懇談会」の花見座長にお出でいただいておりまして、ハローワ

ークについて御審議いただきます。次に、柳澤大臣には引き続き御参加いただき

まして、労働市場改革について御審議いただきます。本日は、時間自体は７時ま

でですが、柳澤大臣の御出席の時間が１時間ですので、議論はこの１時間で終了

したいと思いますので、効率的な議事進行に御協力をお願いいたします。 

   それでは、まず、ハローワークについて。初めに花見座長から「ハローワーク

とＩＬＯ条約に関する懇談会」報告書の御報告をいただきます。大変恐縮ですが、

５分程度で御説明をよろしくお願いいたします。 

 

○ハローワークについて 

（花見ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会座長、以下「花見座長」） 私は長い

間大学の教授をしておりましたので、大体１時間半でしゃべるくせがついており

ますが、５分で何とか申し上げたいと思います。 

   ハローワークとＩＬＯ条約に関する懇談会は、昨年末に市場化テスト担当大臣

から諮問を受けて、国際海洋法裁判所の判事をされた山本草二先生他、日本で今

国際法の最も権威のある方を含めて国際法の第一級の専門家３名に、国際法、労
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働法の専門家といたしまして私が座長を務めさせていただきまして、あと連合代

表の方が１名の計５名で、正月から２月いっぱいまで５回にわたり、長時間議論

をしました。 

   条約の解釈というのは、ある意味では如何様にも解釈できるようなものであり

まして、細かい議論を尽くしましたけれども、細目については意見の不一致がご

ざいました。この報告書にも、今日提出いたしましたペーパーにも、意見が４つ

に分かれているように書いてございますが、簡単に申し上げますと、法律学者４

名の意見は全体としてほぼ一致しております。御諮問がありましたハローワーク

の民間委託につきましては、条約が要求をしている全国的な職業紹介のネットワ

ークの機能は国の監督の下になければいけない。条約で要求されている機能とい

うのは、職業紹介、情報提供といったような業務、職業紹介及び適切な仕事を労

働者に提供するという業務であります。 

この機能が阻害されない限りにおいて、民間委託したからといった直ちに条約

違反の問題を生じないというのが私どもの結論でございます。いかに条約に違反

をしないような条件の下で民間委託を行うかは、今後、政府の中で御検討いただ

きたいが、1948年の条約でありまして60年近く経った古い条約の、紹介業務の国

家独占という原則を、労働市場の様相が全く変わった今日において維持するとい

うのは、到底、現在の状況に合わないということ、かつＩＬＯでも有料職業紹介

についての規制を大幅に緩めた条約が、２回にわたって改定をされておりまして、

今や職業紹介の業務というのは、官民協力、競争、補完の時代であるというのが

私どもの基本的な考え方でございます。そういう趣旨にのっとって、今後、政府

部内で市場化テストについて施策を進めていただきたいというのが、この報告書

の趣旨でございます。 

若干、時間を超過したかどうかわかりませんが、ひとつよろしくお願いします。 

（大田議員）  ありがとうございます。大変精力的に御議論いただきまして本当にあ

りがとうございました。 

続いて、有識者議員から御説明がございます。 

（八代議員） それでは、「ハローワークへの市場化テストの導入」という民間議員ペ

ーパーについて御説明させていただきます。 

市場化テスト導入の意義でありますが、フリーターや女性・高齢者など、無料

の職業紹介を求める人々のニーズが多様化しております。よりきめ細かいサービ

ス提供の必要性も高まっております。また、労働市場が流動化し、労働者に求め

られる専門性が高まる中で、職業紹介とか訓練に求められる機能も高度化してお

ります。 

こういう変化に対応して、利用者の利便を最大限に尊重するためには、政府が

担う無料の職業紹介のネットワーク機能を確保したままで、無料の職業紹介業務

に市場化テストを導入し、民間の創意工夫を活かせるようにすべきであるという

のが提案でございます。 

官民競争入札におきましては、官が民間以上に優れたサービスを提供する場合
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には、官が落札するわけでありまして、初めに民間委託ありきということではな

いわけであります。あくまでも民との競争を通じて官のサービスが向上するとい

うことが一つの目的でありまして、もしそれができなければ民間に委ねるという、

中立的な政策であります。 

ＩＬＯ条約の整合性でありますけれども、ＩＬＯ条約では、国の指揮監督の下

で、花見先生がおっしゃいましたように、公務員が従事する全国的体系の職業安

定業務を義務づけております。これが市場化テスト導入の反対の根拠とされてお

りますが、ＩＬＯ条約というのは、そもそも労働者、求職者の利益を最大限に尊

重するためのものであるわけで、決して組織防衛のために使われるべき条約では

ないわけであります。 

条約の解釈については、大田大臣の私的諮問機関である、花見先生が御説明さ

れた懇談会で、一定の条件の下で職業紹介機関の一部を民間委託することは条約

上問題が生じないという意見が示されております。 

以上を踏まえ、市場化テスト導入の具体的な提案をさせていただきたいと思い

ます。これまでの一般的な議論の段階から一歩踏み出して、ハローワークの無料

の職業紹介機能を民間委託するとしたらどのような形態が考えられるのかという

ことについて、その具体案に基づく検討を行い、その結論を「基本方針2007」に

盛り込むべきであります。逆に言えば、「骨太の方針」までに結論をきちんと出す

べきであるということであります。 

具体的には、既に提案いたしましたように、例えば東京23区内に19のハローワ

ークとその出張所があるわけでありますが、そのうち数か所のハローワークにつ

いて市場化テストを実施します。その対象となるハローワークは、仮に民間が落

札したとすれば、国の指揮監督下に置いた上で現行のネットワークとの連携を図

るということであります。 

なお、言うまでもないことでありますが、他の市場化テストと同様に、仮に民

間が受託した場合には、受託によって得られる求職・求人情報の適正利用の義務

づけや守秘義務の徹底など、厳格な行為規制を課すということであります。 

この具体的な案の実行につきまして、利用者の立場に立ち、政策論として議論

すべき段階にあるのではないかということでございます。 

以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、柳澤大臣からお願いいたします。 

（柳澤臨時議員） 資料の１ページ目でございますが、１番目に「ハローワーク事業

の民間開放の現状」でございますけれども、これは民間による職業紹介事業は非

常に拡大しているということでございます。花見教授からもお話がございました

ように、ＩＬＯ181号条約によりまして、有料の民間の職業紹介ができるようにな

りまして、建設・港湾等の一部を除いてほぼ完全に自由に参入が可能になってお

ります。その背景には、職業安定法改正による規制改革もあったということでご

ざいます。 

   「市場化テスト・民間委託への取組み」でございますけれども、ハローワーク
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事業の民間委託は、欧米先進国と同様、その一部を既に実施をしているところで

ございます。それから、ハローワーク事業のような職業紹介事業の市場化テスト

につきまして、欧米先進国の例を我々は寡聞にしてそれを知らないのでございま

すが、我が国におきましては、人材銀行や先ほど八代議員から御指摘のありまし

た専門性が高まるというようなことにつきましては、民間による有料な職業紹介

事業にふさわしい分野でありましょうし、また、人材銀行もそうした分野ではな

いか。これについては、既に実施済みでございます。 

   ２番目の「ＩＬＯ条約との関係」でございます。ＩＬＯ条約も一般の条約同様、

国に「一次的」解釈権があるわけでございますが、他方非常にユニークな点とし

ては、ＩＬＯに設置された監視機構である条約勧告適用専門家委員会が国内の労

使の「申立て」によりまして、実質的な「準司法的機能」を有するという特性を

持っております。条約は国の間の取り決めですけれども、国内の民間人の立場に

ある者が直接に申立て権を持ち、条約上設置された監視機構によって準司法的機

能としての判定、勧告を受けるという特殊な性格を持つ条約でございます。 

   我々は、ＩＬＯ条約違反に係る「申立て」などが、現在でも容易に予想される

と考えておりまして、そうした政策については、やはり避けるべきではないかと

考えているわけでございます。 

先ほど花見先生から、これは1948年の条約であって非常に古いという御指摘が

ありましたけれども、実は先ほど申し上げた民間開放を可能にした1999年の181号

条約の批准のときにも、この88号条約の機能は維持されるべきだということが確

認されているという経緯を指摘しておきたいと思います。 

３番目に、「ハローワーク事業の「包括的」民間委託の問題点」を挙げておりま

す。 

第１に、「公平・公正性の確保」でありますが、ハローワークは国民の勤労権保

障の具体的な措置として、就職困難者に対する最後のセーフティネットとなって

おります。こうした機能を果たしていることを考えると、まさしく公平・公正性

がその基本にあるということでございます。特に、障害者、生活保護受給者など

の社会的弱者の就職の実現には、事業主との間で長年かかって培った信頼関係が

必要だというのが実態でございます。 

市場化テストにおきましては、入札が行われることが当然の前提になっており

ますが、社会的弱者の就職については、私どもは、弱者が非常にバラエティーに

富む、なかなか外側からは判定できないという特殊性を持っていることからして、

これを入札にかけて、あるいはそこにインセンティブをかけて、就業できるよう

にするといっても、外見からそれに適した人間かどうかはなかなかわからない。

本当の意味できめ細かな就業支援が必要だと考えておりまして、外見を主なメル

クマールにとった入札にはなじまないのではないかと考えております。 

第２に、「職業紹介、雇用保険、雇用対策の有機的一体性の確保」でございまし

て、職業紹介・失業給付・雇用対策の３事業は、一体的に実施される必要がある

と考えておりまして、職業紹介のみを切り離すことは困難であります。特に最近
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の「再チャレンジ支援」、「成長力底上げ戦略」では、職業紹介と事業主指導との

一体的実施が重視されておりまして、そういうことからしても、なかなか職業紹

介をほかの雇用対策、失業給付と切り離すことは困難ではないかと考えておりま

す。ＯＥＣＤでも、この点は留意をする旨の勧告が出ておりまして、３つの機能

が統合運用されるべきであるとしております。 

第３に、「他の行政機関との連携」でございますが、特に「成長力底上げ戦略」

で、いわばワーキングプアといいますか、そういうような人たちの就業を支援し

ようという政策が取り上げられておりますが、そこではハローワークと福祉関係

の行政機関等との連携が非常に強調されております。こういう連携の下の「チー

ム支援」が対策の中心に位置づけられていることを考えますと、私どもとしては

職業紹介の民間委託は、これが行われた場合に果たして機能するのかどうかとい

うことに大きな懸念があると指摘せざるを得ないと考えております。 

２ページ目でございますけれども、要するに今の職業紹介事業の官民分担の状

況については、８割方は既に民間によって事業展開が行われているということで

ございます。 

最初は縁故が就職の主なチャンネルでございましたが、その他に広告・求人情

報の提供があり、181号条約、先ほどの職安法の改正によって職業紹介事業、労働

者派遣事業が民間に開放されました。その結果、就業経路の約８割は民間の手に

よって行われております。 

公共部門は、残りの２割を担当するわけでございますけれども、この部分につ

きましても、一部の事業は先ほども御紹介したように民間へ開放しております。 

公共部門のハードコアになっております右側の下の方は、公的機関が公務員に

よって実施している、そういう職業紹介の事業でございます。 

３ページ目でございますけれども、これは要するにオーストラリアを除いて欧

米先進国におきましては、セーフティネットとしての全国ネットワークの職業紹

介事業等は、下の代表的な例に書かせていただきました通り、官が公務員により

直接実施をしているというのが実情でございます。公共職業安定機関の業務に係

る市場化テストの実施であるとか、公共職業安定機関の一部について包括的な民

間委託を実施した例は確認できておりません。 

なお、オーストラリアについてですけれども、一番下の〔注〕に書かせていた

だいておりますが、そもそも憲法に勤労権の保障がございません。したがって、

公共職業紹介制度とか、失業保険制度というものは存在いたしません。職業紹介

は、原則民間によって行われておりますけれども、例外的に生活保護に準ずる失

業扶助受給者への職業紹介に対して公的な支援が行われております。 

このように、私どもも検討しておりますけれども、民間への包括的な委託とい

うことについてはかなり大きな問題があるのではないかと考えております。 

民間４議員のペーパーにつきましては、専門性が高まるということの中で、専

門的な労働者については、私どももこれは民間が行うべきだということで、民間

に開放されております。本当にきめ細かなサービスは、弱者の問題を中心として
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我々が分担しているわけでございまして、これは、求人側との非常に人間的な信

頼関係の積み上げの中で、かなり微妙なバランスの中でお願いしている側面もあ

るということを申し上げておきたいと思います。 

いずれにしても、そうした状況は入札というようなことで、優务とか、あるい

は値段で決めるということにはなじまないのではないかと考えております。 

それから、市場化テストの導入の具体的な提案の中に、守秘義務等の厳格な行

為規制を課すとございますけれども、当然に遵守されるべき規律だということを

備忘的に指摘しておきたいと思います。 

以上でございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、自由討議ということで、八代議員、丹

羽議員、お願いします。 

（八代議員） まず、我々が提起しているのは、ハローワークの機能を壊すことでは

なくて、むしろ強化することであります。 

今、専門的な労働者であれば民がやってもいいけれども、それ以外の労働者は

ということでしたが、逆に労働者の方でますますマッチングが難しくなっている

人が増えております。生活保護世帯や母子世帯、あるいは長期失業者について、

官でなければできない業務とは何なのかというところが、今まさに問われており

ます。厚生労働省でも長期失業者の就職支援についての民間への委託事業はもう

既に始まっているわけで、そうした事業についての民の評価も当然あるのではな

いか。 

それから、人間的な信頼関係が企業との間で必要だということですが、民間で

こそ人間的な信頼関係に基づくビジネス取引も当然行われているわけで、これも

官でなければできないということではない。それからきめ細かいサービスは、官

のハローワークでなければできないということですが、それは証明されていない

のですね。これまで国家独占でしたから、単に官がやっていたということに過ぎ

ない。これを証明していただくのが市場化テストの役割である。官が官のままビ

ジネスを続けるとすれば、それは民より優れているということを証明しなければ

いけないわけで、入札で何がわかるか、ということでしたが、単に官という名前

だけで信じろという方がもっと問題ではないか。市場化テストは決して値段だけ

決めるわけではなくて、あくまで品質ということを重視した上で行うわけであり

ます。 

それから、一体化ということですが、現状でも先ほど柳澤大臣がおっしゃいま

したように、民間で８割近いマッチングが行われております。この人たちも失業

給付をもらいに、官のハローワークに来ているわけでありまして、その際に民間

で職業紹介を受けているといえば、一定の審査の下で失業給付が出るわけであり

まして、そうであれば、ハローワークの一部が民間になったとしても、それは同

じことであって、失業給付を官のハローワークで受ければいいわけであります。 

それから、守秘だけで不十分だとおっしゃいましたが、そうであれば、さらに

どういう行為規制が必要なのかをむしろ提案していただければできるわけであり
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ます。 

問題は、できないということではなくて、例えば、これまで警察等でも、駐車

違反の取り締まり等、公権力の行使の中心的な分野についても、事実行為として

民間に委託するという知恵を出していただいているわけですから、こういう公務

員改革、財政改革をやっているときに、それからハローワークのマッチングの質

がますます重要になっているときに、どういうふうにしたらできるかという知恵

を、是非、厚生労働省として考えていただきたいと思います。 

もはや貴重な公務員が窓口業務で民間と同じような仕事をやっている余裕はな

いはずであるわけで、基準監督署なんかはいろんな事件も起こっていますし、公

務員は人手不足であるわけで、是非、民間にできることは民に任せ、官でなけれ

ばできないことに貴重な公務員を使うという方向で積極的な御提案をいただきた

いと思います。 

（大田議員）  では、丹羽議員。 

（丹羽議員） ＩＬＯ条約の解釈については、花見先生がおっしゃったように、これ

以上の議論をしても、神学論争に終わるだろうと思いますので、これはもうほと

んど結論が出ていると思います。本件は、国民、利用者にとってどういう運用が

望ましいかという観点で物を考えていく必要があるだろう。必要ならば、ＩＬＯ

に了解を求めればいいと思います。 

包括的な民間委託の問題点を今、柳澤大臣から挙げられましたけれども、やは

り、これはあくまで欧米の例がありますように民間委託でありますから、業務委

託契約ということであれば、個人情報の漏洩についてどうするかというようなこ

とは、きちんとその契約の中でうたわれれば問題は起きないと思われます。 

   問題は、先ほども出ておりましたけれども、官の改革がなぜ進まないかという

と、何度も言うようにできない理屈の大天才で、できない理屈ばかり挙げる。こ

れではいつまでも物は進まない。それよりも、こうやったらできるという提案を

し、それを実行していかないと改革はできない。この改革は何のためにやるかと

いうと、就労機会を得たい人々によりいい情報を提供できるようにするため、や

はり民間の情報を使い、派遣情報を使い、今もやっておられる部分があるかと思

いますが、もっともっとやりやすくする。もっともっと就労機会を求める労働者

のために情報を出しやすい仕組みをつくるのだという、その一点に絞って、こう

したらいいという議論を是非していく必要があると思います。 

（大田議員）  ほかに。 

柳澤大臣が言われた「民間への包括的な委託は問題だ」という、ここの「包括

的」とはどのような意味でしょうか。民間議員からの御提案は、無料職業紹介と

いうことですけれども。 

（柳澤臨時議員） この３機能を全体として委託をしていくということです。 

（大田議員）  全部ですね。 

（柳澤臨時議員） 全部ということです。最初に窓口に来られたときから、ずっと色々

心理的なコンサルティングをやったり、あるいは職業能力の向上をやったり、そ
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ういう一連のシリーズで対応し、最後に相手方とのいろんな交渉を踏まえて、個々

に就業までもっていくという、一連の全体についての委託ということでもありま

す。 

（丹羽議員） サービスという面では、民間の方が官よりもずっとサービス精神が旺

盛で、私は、職を求めて来られる人々のためになる仕事をされるだろうと思って

います。 

（八代議員） 「包括的」をそのように定義されるのであれば、雇用保険給付や民間

業者の指導・監督が民間事業者にできないのは当たり前。 

（柳澤臨時議員） 縦横両方言わせていただきました。 

（八代議員） 無料の職業紹介の業務のみ民間に委託するということではいかがでし

ょうか。 

（柳澤臨時議員） だから、そういうことは無理ではないですかと言っているわけで

す。つまり雇用保険給付と職業紹介の部門とは非常に密接な連携の下でやってい

る。率直に言って、雇用保険の支給を行うか行わないかということも、実はいろ

んな就業の斡旋をする中で、雇用保険の受給者がどういう態度を取るかというこ

とも同時に勘案しており、実際職業紹介と雇用保険の給付はそういう関係で行わ

れているということが実態なのですね。 

（八代議員） 大臣がおっしゃったように、実際の紹介業務の８割はもう既に民間で

行われていて、それらの人もハローワークで失業給付を受けに来ており、本当に

この人は求職活動しているかどうかをハローワークで判断しておられるというこ

とですから、それが民間では絶対できないほど非常に特殊なノウハウなのかとい

うことですね。 

（柳澤臨時議員） 今の八代議員の話は、雇用保険の給付を受けているうちの８割が

民間で就業紹介をされているということではないわけです。民間で就業紹介され

ている方というのは、雇用保険の給付を受けないで、即座に就業している人たち

も含んでいる。「失業等給付を受ける人の中で８割が民間の世話になっている。２

割だけハローワークの世話になっている」ということではありません。 

（八代議員） それはわかっております。 

（柳澤臨時議員） それはそうではなくて、おわかりになれば、それで結構です。 

（八代議員） ただ８割でなくても、民間で職業紹介を受けて失業給付をもらってい

る方も何割かおられるわけで、それと同じ扱いではないかということです。 

（柳澤臨時議員） 何割かはおります。全くいないとは言っていないということです。 

（丹羽議員） これは日本全国一斉にハローワークを全部民間委託しようという話で

はなく、東京23区の19の出張所について民間委託をした方が、働いている人のた

めに利便性が高くいいのではないかということ。今までＩＬＯ条約がネックにな

っているというお話であったから、花見座長をはじめとして議論をしていただい

て、それはもうネックじゃないだろうということですから、我々も就労の会社を

持っておりますけれども、そういうところからも就労の機会を、もっともっと情

報を流して働く人たちに与えるということが、本当に日本の労働者にとっても非
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常に重要なことだと思うんですよ。是非、そういう形でお考えをいただく必要が

あると思います。 

（大田議員）  甘利大臣。 

（甘利議員） ここでの議論の最終的な方向について異論を述べるつもりは全くあり

ませんが、ここは議論をする場ですから、いろんな視点からの考え方をむしろ提

示をする方がいいと思って、そういう意味で発言いたします。本職に就く前の政

調会長代理のときに、歳出・歳入一体改革を議論いたしましたが、労働雇用保険

特別会計への国費投入が俎上に上がりまして、失業率が下がったこともあり、雇

用特会が大黒字になり、投入している4,000億の国費がなくても十分運営ができる

ことがわかりまして、これを全額削減しようという提案を我々がしたところ、党

内で大議論になりました。 

どういうことかというと、セーフティネットの運営を民の財源だけでやるのか

という議論でありました。こちら側からは、タイトになったら国費を投入する仕

組みさえあれば、国が関与するセーフティネットではないかというような議論も

交わしたのですけれども、結果は1,850億を残しました。要するに、国が関与すべ

きセーフティネットのミニマムアクセスはどうあるべきかという議論だったわけ

です。厚労大臣の説明だと、既に８割を民間で担当していて、２割を国が担当し

ている。どこまでがミニマムアクセスかというある種の基本的な考え方が必要か

なということを、今の議論を聞いていて思い出したことがあります。 

   時々、私は経済産業大臣らしからぬ発言をすることがあるのですが、昔、労働

大臣をやっていたＤＮＡが働いているかもしれませんが、一応問題提起だけとい

うことでお話をしておきます。 

（八代議員） それは誤解でありまして、市場化テストでも国が関与するセーフティ

ネットへのミニマムアクセスはきちんと残るのです。むしろ強化されるのです。

民がやるハローワークであっても厚生労働大臣の監督下にあることは間違いない

わけで、何も実際に作業するのが民間人か公務員かは重要ではないので、国がき

ちんと監督できるということが大事なわけです。そういうことを言ったら一切市

場化テストはできなくなるわけで、市場化テストの考え方は、あくまで国が提供

すべきサービスについて、具体的に民間人がやるか、公務員がやるかということ

を競うというだけに過ぎないわけです。 

（丹羽議員） 19のハローワークの出張所全部ではなく、そのうちの数か所というこ

とですから、どうしてそれほど反対されるのか私には全く理解不可能であります。 

（大田議員）  菅大臣。 

（菅議員） 確か私が当選２回目の時だったと思いますけれども、ハローワークをも

っと機動的にすべきだという発言をずっと続けていました。それは失業率が確か

５％後半のときに、例えば４％台になるまでは日曜日もハローワークを開くなど

の対応が必要だということを言い続けました。しかし、けんもほろろに当時の局

長から断られました。それなら市場化テストをやるべきだと話したときに、この

ＩＬＯ条約がある、という明を受けていました。しかし、今、花見座長のお話が
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ありましたので、私としても何のためにハローワークがあるのかを考える必要が

あるということをずっと問題意識として持っておりましたので、柳澤大臣に、今

は土曜日はやるようになったようですけれども、そうしたことも踏まえて対応し

ていただきたいと思います。 

（大田議員）  時間がそろそろ参りました。今、新規求職者の中で雇用保険受給者は

３割で、それ以外の、つまり雇用保険と切り離された求職者も多いということが

ございますので、今日の意見も踏まえて、前向きに御検討をいただければと、ま

た諮問会議で議論できればと思いますが、いかがでしょうか。 

（柳澤臨時議員） 要は、ハローワークの仕事というものは、なかなか就職がそう右

から左に行けないような、そういう方々のお世話をしているということをまずイ

メージとしてしっかり据えられないと判断を誤るのではないかと懸念を表明して

いるわけです。就職困難者や障害者、あるいは生活保護受給者などの社会的弱者

の人たちへの対応を中心に、後で実際の厚生労働省の取組みについて労働市場改

革の説明の際に御報告いたしますけれども、ハローワークの仕事が行われている

ということであります。求人の条件を見てみましても、なかなか厳しい職場です。

それと、非常に就職が難しい人たちといかにマッチングしていくかということで、

本当の下支えの役をしているのがハローワークの実情でありまして、民でもでき

ることをしゃしゃり出ていって色々やっているという行政のイメージでは、間違

った判断になるのではないかと。私は別段全部がだめだとだめだだめだ論を言っ

ているわけではないのです。こういうことをやった場合にどういうことが問題に

なり得るかについて、衝に当たっている者としての懸念を申し上げているわけで

ございます。 

ですから、そういうことについてのお話を、大田大臣が言われるような意味合

いで更に深めていくことであれば、私どももお付き合いをさせていただきますと

いうことです。 

（大田議員）  花見先生、何かございますか。 

（花見座長） 大田大臣から諮問を受けた守備範囲は条約違反の問題が起きるかどう

かということですが、条約がどうという議論がまず出てくることについて私は非

常に大きな疑問を持っています。日本国の政策を決めるには、やはり日本の国益

を考えてまず検討すべき問題だろうと。 

仮にＩＬＯ条約違反の問題が起きても、これは柳澤大臣御指摘の、ここに出

ておりますイギリス、ドイツ、オランダ、フランス、アメリカという先進国の中

でも、イギリス、イタリアはもう既に一回批准をしたものを廃棄しておりまして、

政策決定に都合の悪い条約は、いつでもキャンセルすればいいわけであります。

もちろん国際主義に基づいて条約は尊重するべきものでありますけれども、政策

的な判断に基づいて、もしその条約の批准を続けていたら、違反の問題が生ずる

のであれば廃棄をすればいいわけで、スウェーデンの場合、1993年だったと思い

ますが、有料職業紹介条約について、ＩＬＯの事務局に問い合わせをしたところ、

違反の可能性があるということでした。しかし、廃棄できるのは10年に一回です
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から、結局廃棄するまで待ったため、スウェーデンの市場改革は著しく遅れたと

いうことは私どもの間では常識になっております。そういうふうに条約に遠慮し

て政策を考えることは本末転倒ではないでしょうか。 

今日御議論がありましたように、私は今の日本の状況から言って、適切な職業

を必要のある労働者に提供するという立場から、官民は協力、競争、補完の関係

でやっていくということが基本的な方向ではないかと考えております。若干、法

律学者としての域を逸脱しますけれども、長い間、厚生労働省の審議会その他仕

事をやってまいりまして、私の立場から以上のことを申し上げておきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

（柳澤臨時議員） 判断を間違わないために申し上げますが、イギリスが廃棄したの

は、今、花見座長が言われたようなスウェーデンと同じく有料の職業紹介を職業

安定所でやりたいということを考えて、それは無料が原則でだめだということを

言われたので、それを不満として一時破棄をしたのですけれども、現在では自分

たちも88号条約の下にあるということを証明しております。 

それからイタリアでございますが、イタリアは、審議会における労働者側の代

表を増やすべきだということを言ったのに対して、ＩＬＯがやはり従来どおり平

等であるべきだということを言って、そこが一致しなくて廃棄になったというこ

とでありまして、事実としてそういうことであったということは、是非、念頭に

置いていただきたいと思います。 

（大田議員）  また、引き続き議論させていただきます。 

   総理、何か。 

（安倍議長） ただいま花見先生から御指摘があったように、ＩＬＯ88号条約を採択

して60年も経っていて、随分時代が大きく変わったのだろうと思います。働き方

もかなり大きな変化、多様性が出てきたわけであります。だからこそ、厚生労働

省において、労働法制、今度６本法改正をするということではないだろうかと思

いますが、多様なニーズに応えて流動性の高い労働市場が必要になってきている

という中において、求人と求職をマッチングさせる機能を質的に強化させること

が重要であると思います。 

また、年長フリーターや母子家庭の方々など、働く機会の確保が重要で、かつ

難しいケースが増えてきているのも事実であります。したがって、職業紹介につ

いて議論を行う際には、労働市場を取り巻く環境の変化を十分に把握し、官民双

方の力を合わせてどのような職業紹介のシステムを創っていくのかという視点を

持つことが必要であると思います。 

このような観点から、ハローワークへの市場化テストの導入をどのように行う

のかについて、厚生労働大臣に具体的に考えていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

（大田議員）  花見先生、どうもありがとうございました。先生はこれで御退席され

ます。ありがとうございました。 
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（花見座長 退室） 

 

（大田議員）  それでは、尐し時間が押しておりますが、労働市場改革について審議

いたします。30分に御退席されなくてはいけませんので、尐しスピードアップし

て、まず、八代先生から労働市場改革専門調査会の第１次報告について御説明い

ただきます。 

 

○労働市場改革について 

（八代議員） 本日、労働市場改革専門調査会の第１次報告がとりまとめられました

ので、その内容を、時間がございませんので数分で御説明させていただきます。 

この報告書は、働き手の視点から労働市場の現状を点検し、10年後に目指すべ

き労働市場の姿を描くと同時に、若年とか、女性、高齢者の就業率の向上に関し

て数値目標を設定し、労働時間短縮に関しても数値目標を設定することとしてお

ります。本文は長いので、「骨子」に沿って御説明いたします。 

   ここで就業率を目標にいたしますのは、人口減尐社会では、人口の稼働率を上

げるというか、今働いていない人ができるだけ働けるようにする、働きたいと思

っている人には働いてもらうということが大事でありまして、これはある意味で

失業率の引き下げと並んで重要なわけでございます。なぜそういう改革が必要な

のかということ、それから現在どのような問題があるかについても、ほぼ認識が

一致していると思います。 

骨子の第３章は、ワークライフバランスの憲章という形で、働き方を変える、

日本を変えるという憲章を策定するべきではないだろうかというものです。 

その目標といたしましては、若年者、女性、高齢者の就業率を上げるというこ

とですが、報告書の29ページにグラフがございますが、現状の就業率が年齢別に

ございますが、それぞれ若年者や女性で働きたいと希望している人たちの比率を

中心に足し上げることで目標の就業率をつくっております。 

どうすれば働くようになるかということは、それぞれの制度改革、女性であれ

ば税制とか社会保障が働き方に中立的になっていること、あるいは保育サービス

が充実すること、そういう具体的な政策手段等も詰めて考えているわけでありま

す。高齢者の就業率についても同様でございます。 

今、働き手に共通の課題である労働時間の短縮というのが非常に重要でござい

ます。30ページの図５において、前川レポートができてちょうど20年経つわけで

ありますけれども、そのときに経済成長の成果を生活の質に反映すべきだという

意見があって、2,100時間ぐらいの労働時間を1,800時間ぐらいに下げるというこ

とが目的であったわけです。図の通り、全体では確かに1,800時間まで来ているわ

けですが、これにはパートタイム労働者の構成比率が高まったということも影響

しております。肝心なフルタイム労働者だけで見ると、93年からほとんど状況は

変わっていないわけであります。この2,041時間という国際的にもかなり長い労働

時間を、仮に10年を目標として１割短縮するというのを数値目標として掲げてお
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ります。 

具体的にどうするかというと、３つのコンポーネントがありまして、完全週休

２日制の100％実施、年次有給休暇の100％取得。それから図４にございますよう

に、週60時間以上働いている人が全体の12％もいるわけですが、こういう人を中

心に全体の残業時間を半減するという３つの要素によりまして、フルタイム労働

者の年間実労働時間を１割短縮することを目標として掲げております。 

こういう労働時間の短縮をベースにいたしまして、ワークライフバランスの実

現ということに本格的に取り組むべきではないか。そのために、ワークライフバ

ランス憲章というものを掲げる必要がある。多様な働き方ということ、税制や社

会保障が働き方に中立的であるということ、多様な保育サービス、年間実労働時

間の大幅削減、政労使による合意形成の仕組みという５つを挙げているわけでご

ざいます。これを是非実現するというのが、この労働市場改革専門調査会の第１

次報告のポイントでございます。 

続きまして、これに基づく民間議員ペーパーを御紹介いたします。 

「『働き方を変える行動指針』の策定に向けて」ということでございますが、「ワ

ークライフバランス」とは、誰もが仕事と生活の両方を充実させる働き方を実現

させることであり、今後、急速に人口減尐が進む我が国において特に重要な考え

方であります。 

専門調査会で示されました「ワークライフバランス憲章」というものを実現し

ていくためには、例えば、イギリスのブレア政権が考えたように、国民的な運動

へと再編成する必要があるのではないか。我が国においても、既に尐子化対策基

本法や次世代育成支援対策推進法というのがあるわけですが、こういうものと併

せまして、「ワークライフバランス憲章」を基本的な考え方として、官民挙げて仕

事と生活の両立を目指す「働き方を変える行動指針」を策定するべきではないだ

ろうかということです。 

男女共同参画会議や「子どもと家族を応援する日本」の重点戦略検討会議等と

連携をとりまして、政府の横断的な政策方針とするとともに、経済界・労働界を

はじめとする社会全般におけるイノベイティブ・キャンペーンの展開などを含む

必要があるのではないかということであります。 

同時に、「行動指針」は、専門調査会報告にあるような、就業率を向上させる、

労働時間を短縮させるなどの数値目標を明確に掲げてＰＤＣＡサイクルのもとで

実績を検証しながら、その確実な達成を図るべきであるというふうに考えており

ます。 

以上であります。 

（大田議員）  それでは、柳澤大臣からお願いいたします。 

（柳澤臨時議員） 提出資料の１ページでございますけれども、最近の労働市場にお

きましては、正規雇用の増加、フリーター数の減尐など明るい動きが出ておりま

す。特に平成18年は、四半期を通じて正規雇用労働が対前年同期で増加をいたし

ておりまして、その結果、15､16､17と３年間を通じて下がってきた正規雇用者の
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数がここで一気に回復しまして、その結果、平成14年の10～12月期とほぼ同じ水

準になったというような明るい動きも出てきております。 

それに加えまして、フルタイムの派遣等の増加というものがございます。正規

社員、従業員も増えておりますけれども、派遣・契約・嘱託等のいわゆる非正規

の形をとる労働を35時間以上する人たちが増えているという問題があります。こ

の点については先ほどのワークライフバランスの問題であるとか、賃金の問題で

あるとか、あるいは人的資本の蓄積の観点から今後よく実態を調査し、どういう

評価をするかということを考えていく必要があると、このように考えております。 

それから月例経済報告の会議でもよく話題にしているところでございますけれ

ども、やはり一般労働者の給与要因はわずかながらですが上昇しているのですけ

れども、パートタイム労働者の構成比が高まるということを通じまして、全体と

して平均賃金が減尐しているということがございまして、これらについては今後

留意をしてよく対策を考えていく必要があると思います。 

２ページ目は、厚生労働省の取組みでございますけれども、主として「フリー

ター25万人常用雇用化プラン」をはじめとして、ハローワークの活動がどういう

貢献をしてきたかということを通観していただくような資料でございます。 

若者につきましては、既に25.2万人の常用雇用を４～12月期において実現して

おりまして、そのうち、ハローワークは約85％に当たる21.4万人の常用雇用を実

現しております。その内訳は、右側にございます。 

高齢者につきましては、60歳～64歳の雇用者数が16年２月に比べてかなり増え

ているということでございます。 

子育ての女性でございますけれども、マザーズハローワークにおきましては、

新規求職者数４万5,000人に対して就職件数１万1,000人。それから自立支援セン

ターというものがございますけれども、それによる就業相談利用者の就職件数も

かなりの件数に上っているということがございます。 

障害者については、民間企業における障害者の実雇用率が1.8％という目標に達

していないということは極めて残念なことと思いますが、平成16年度に比べて、

それなりに着実に高まっているという状況をお認めいただけるのではないかと思

います。 

ハローワークにおける就職件数ですけれども、平成17年度３万8,882人という実

績を上げている。求人の申し込みに対する就業率は、ほぼ40％ということになっ

ております。 

募集・採用に係る年齢制限の禁止、これは努力義務でございましたけれども、

これまでハローワークの企業指導によって年齢不問求人の割合は1.6％から平成

19年２月の段階で50％に達しております。 

   ワークライフバランスの問題等につきましては、最後のページ、労働法制の整

備の４段目の最後のところに書かせていただいておりますが、労働基準法の改正、

あるいは雇用保険法の改正、あるいは雇用対策法、パートタイム労働法等の改正

によって、この取組を我々がさせていただいているということでございます。 
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   就業率の問題については、専門調査会は2017年ということで10年後を目標にし

ておりますが、我々は2030年でほぼ同じようなというか、就業率の向上を目指し

た、そういう見通しを示しておりまして、それでしか労働人口の減を補う方法は

ないと、私どももこの点を重要視しているということでございます。 

言わずもがなのことかもしれませんが、八代議員の方では、労働時間の短縮を

定量的に、恐らくこれで実現するという検証はなさっておられることでしょうし、

私どもも全く異存はございませんが、実際上、2,300時間ぐらい働いていたのを

1,800時間台にもってきたのには、週休２日制、それから48時間労働を40時間にす

るというようなかなり大幅な改革がこれに伴って初めて実現できたということも、

過去において経験しているということを一言付け加えさせていただきます。 

（大田議員）  時間が限られておりますが、有識者議員からは特に、「働き方を変える

行動指針というような形で、政府の横断的な政策方針をつくってはどうかという

具体的な提案がありますので、これを中心に御意見いただければと思います。尾

身大臣。 

（尾身議員） 第３章のワークライフバランスの話なのですが、国民運動を起こして

いくということですが、完全週休２日制100％実施、有給休暇100％取得、残業時

間半減というようなことをずっとやっていって、日本をキリギリスの国にしてし

まうような気がして仕方がないのです。働きたい人は働く、65歳を過ぎても働き

たい人には働くチャンスを与える、しかし休みたい人は休む。土曜日も働きたい

人は働かせるが、その分だけ給料を出す。 

こういうようなことにしないと、働きたいにもかかわらず、残業時間を半減し

なければいけないとか、この方向でいって、みんなが働かないことがいいことだ

などという考え方は、自由主義に反するのではないか。そういうことを規制する

国家が本当に繁栄するのかと、基本的な考え方として非常に疑問に思います。 

自由主義というのは、働いてお金をとりたい人は休みの日でも働かせてお金を

とったらいいではないかと。休みの日に働いてはいけないとか、超過勤務は何時

間以上やってはいけないというのは、体力の限界を超えるようなことは人道上規

制すべきだと思いますが、働きたい人は働いて、働きたくない人は働かなくもい

いという自由を認めていくのが、基本的な国家社会の一番の活力の基であります。

残業時間を半減しろとか、納得づくで働いている人を働いてはいけないというこ

とを、国家の方向として決めることについては、私は極めて疑問です。そういう

ことを決めるということは、我が国が衰退をする原因になるのではないかと思い

ます。機械的に、働かない方がいいとか、完全週休２日制がいいとか、そういう

ことを国家として決めるのは、私はどうかと思います。 

（大田議員）  甘利大臣。 

（甘利議員） 政治家はワークライフバランスなんかめちゃくちゃだと思うのですが、

それでもなぜ続けられるかというと、やはり、やりがい、働きがいだと思うので

すね。量的にバランスをとることも大事なのかもしれませんが、質的な話、つま

り働きがいのある仕事とか、職場の質を高めることにも思いを馳せてもらった方
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がいい。 

ヨーロッパや特に旧ソ連では年金生活に入るというのがものすごい喜びとされ

た時代がありましたけれども、それは苦痛から解放される故の喜びである。働く

というのは苦痛であって、賃金というのは苦痛の対価という哲学だったと思うの

ですけれども、日本では働くというのはそもそも喜びだと。働く喜びとか、働く

生きがいとか、そういう視点でとらえています。苦痛から解放される時間とのバ

ランスというのではなく、働くこと自身のこれが生きがいで喜びだという質の方

へも、是非、目を向けられたらどうかなと思います。 

（大田議員）  では、時間が来ていますので簡潔に、丹羽議員、御手洗議員、菅議員。 

（丹羽議員） 尾身大臣と甘利大臣の考え方はそのとおりだと思います。ただ、この

問題は、女性の就業率をいかに上げるかとか、いかに一般の労働者のワークライ

フバランスをとるかというところから始まっているのですね。総理が前の議題の

ときにおっしゃったように、労働の多様化の時代であり、できるだけ多くのオプ

ションを労働者に用意して選択をしていただくという時代が来ているということ

だと思います。だから、全員にこれを押し付けるということではなくて、専門調

査会の第１次報告の第２章に書いてある（１）から（８）までを総合的に見てい

ただくと、今おっしゃったような思想というものがここの根底にあると私は理解

しております。 

（大田議員）  では、御手洗議員。 

（御手洗議員） いろいろ議論がありましたけれども、企業側の立場から話をします

と、尐子高齢化で労働人口の減尐に直面する現在、多様な働き方の実現は各々の

企業にとって重要なテーマであり、ワークライフバランスの実現や育児休暇制度

の充実などに優先的に取り組んでいるのではないか。また、そうした取組みは、

労使が一体となって生産性の向上を追求しグローバルな競争を勝ち抜いていくと

いう課題の中で、社員に適した仕事と生活のバランスを実現しようという方向に

向かっているわけであります。今後も、各職場にとって最適な制度や働き方を自

主的に追求することによって、ワークライフバランスの実現と生産性向上の達成

を両立できるものと期待しております。 

なお、多様な働き方が日本に根づくためには労働市場の流動性が必要ですが、

その流動性を阻害している年功序列型の賃金にも、ビジネスの国際化に対応して

当然見直すべきものがある。こうして各職業で職務給への移行が加速されれば、

自然に多様な働き方が実現しやすい基盤ができると思います。 

以上です。 

（大田議員） 菅大臣。 

（菅議員） テレワークでありますけれども、総理の所信表明でも施政方針でも、倍

増するとうたわれています。ブロードバンドは世界でも最高水準に整備されてい

るわけでありますけれども、いわゆる労働時間について、勤務時間内には育児・

介護は一切行ってはならないという職務専念義務もあり、もっと柔軟にしてほし

いという要望が強いものですから、このことも是非お願い申し上げたいと思いま
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す。 

（大田議員）  簡潔に、すみません。 

（伊藤議員） 簡潔にということで一点だけ。女性の就業率の上昇には、特に30歳代

の子育て年齢層ですけれども、やはり職場環境づくりも課題であると柳澤大臣の

参考資料の８ページに書いてありますけれども、それだけではなくて、家庭の中

でしっかりと支えることができる、あるいは地域で支えることができるというこ

とが重要です。専門調査会の第１次報告に書いてありますように、保育所の整備

や、あとは確かに働きたい人は働くのは結構なのですけれども、やはり家庭にも

う尐し時間を割く男性が増えるということも必要でしょう。子育て年齢層の女性

を支えるトータルな仕組みというのを、是非我々が考えていきたいと思います。 

（大田議員）  時間が限られていて申し訳ありません。尾身大臣が言われた多様な働

き方を許容するためにも、やはりワークライフバランスは必要なのだろうと思い

ます。それは何かを決めるというより、多様な働き方を受け入れるという意味で

も必要なのだろうと思います。民間議員の提案も受けながら、働き方を変える大

きな動きをつくって、「骨太2007」にも取組みを盛り込んでいきたいと思います。 

   総理、お願いします。 

（安倍議長） 確かに尾身大臣がおっしゃったように、みんなキリギリスになったら

大変なことになるのですが、もちろん、そういう方向には日本はそもそも基本的

には向かないと思うのですが、そういうことも留意しながら、長時間労働を前提

として経済が成り立つ、またその仕事が成り立つというのは、やはりそれは間違

っているのだろうと思います。その観点から、生産性を上げていく努力をする、

質を高めていく努力をするというのは当然でしょうし、また家族と時間を過ごす

ということは、これはやはり家族がしっかりしていなければ国が成り立たないと

いう根本にも遡るだろうと思います。そういう意味においてもワークライフバラ

ンスは大切であり、尐子対策等の観点からも重要なテーマであろうと思いますの

で、安倍内閣として本格的に取り組みたいと思います。 

民間議員から提案のあった「働き方を変える行動指針」について、政府部内で

十分連携し、とりまとめることとしたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

（大田議員）  ありがとうございました。柳澤大臣、尐し時間を超過しまして申し訳

ありませんでした。ありがとうございました。 

    では、ここで柳澤大臣は退席されます。 

 

（柳澤臨時議員 退室） 

 

（大田議員）  幾つか報告事項がございます。 

   まず、１月29日の諮問会議で各大臣に御協力をお願いしました「骨太2006」の

総点検結果。諮問会議はＰＤＣＡサイクルということを強調しておりますが、「骨

太」もしっかりと点検するということにしておりますので、その結果について八
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代議員から御報告をお願いいたします。 

（八代議員） 資料「『基本方針2006』の総点検について」をご覧ください。 

   今般、「基本方針2006」において取り組むこととされた187項目の施策について、

各府省から提出資料を通じて取組状況の総点検を行いました。 

187のうち30項目は、「18年度内」あるいは「次期通常国会」など、平成19年３

月末までに何らかの取組みを行うとされた事項であります。これはきちんと推進

されていると判断しております。３月末までではないが、取組みの期限が明示さ

れている事項についても、きちんと行われているのではないかと思います。 

問題は「ロ」でありまして、施策の方向性は示されているが、期限、量的な指

標がともに明示されていない事項が116もあるわけでして、こういうものですと評

価が曖昧なものにならざるを得ないということで、この経験を踏まえまして、「基

本方針2007」においては、各政策の取り組むべき期限や量的な指標など、明確な

指標を極力盛り込むべきであるというのが判断でございます。 

   ２ページ目、具体的な取組みの中身でありますけれども、まず、「歳出・歳入一

体改革に向けた取組」では、徹底した歳出の見直しということで、平成19年度予

算では、国・地方を合わせた今後５年間の歳出削減額の年平均額が2.9兆円から2.3

兆円程度ということでありましたが、実際はこれを上回る削減が行われたという

ことであります。歳出改革の内容の定期的な見直しも明確に決定されております。

歳出改革の裏づけとなる制度改革についても、現在、具体的に諮問会議において

検討中であります。 

次に、経済成長戦略大綱の推進、これは後で甘利大臣から詳しい御説明がある

と思いますが、これについても予算面で対応されているのではないか。ＥＰＡの

推進でありますが、精力的にＥＰＡ交渉が進められまして、平成18年度末までに、

フィリピン、チリと署名し、インドネシア、ブルネイと大筋合意しております。

また湾岸諸国、ベトナム、インドとの交渉を開始しております。更にＥＰＡを加

速させるため、「ＥＰＡ工程表」は近々改定される予定でございます。 

３ページ目、規制改革についても、規制改革会議が新しく発足されまして、精

力的に動いております。 

それから、「簡素で効率的な政府」への取組でございますが、道路特定財源の見

直しということで、行革推進法に基づき、一般財源化を図ることを前提に、早急

に検討を進め、納税者の理解を得つつ、年内に具体案をとりまとめるということ

でございます。これについては御承知のように、毎年度の予算で道路整備に充て

ることを義務づけている現在の仕組みを改めるということで、昨年12月に閣議決

定しております。 

資産・債務改革におきましても、この諮問会議の専門調査会で独立行政法人、

国立大学法人を含めて審議が行われております。 

地方分権改革につきましても、３年以内に新分権一括法案を国会に提出するこ

ととされております。 

統計整備につきましても、統計整備の「司令塔」機能を内閣府に置くというこ
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とでございますが、「基本方針2004」以来３か年にわたる決定に従い、現在、統計

法の全面改正案が通常国会に提出されております。 

社会保険庁改革、再チャレンジ支援も着実に実行されており、その意味で総点

検の結果は、進んでいるのではないかということでございます。 

以上であります。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、甘利大臣から「経済成長戦略大綱」の

進捗状況について、御報告お願いいたします。 

（甘利議員） 「骨太方針2006」の第２章が「経済成長戦略大綱」関連であります。

今回フォローアップを行いましたので、御報告を申し上げます。 

大綱では、340項目にわたる短期・中期・長期の工程表を設定しまして、可能な

限り数値目標や期限を明示しております。今回これに基づき、進捗状況を定量的

に把握し、改革がどこまで進んだのか国民にはわかりやすい形でお示しできるよ

うに心がけました。詳細は後ほど、参考資料をご覧いただきたいと思います。 

提出資料の１ページ目でありますが、総じて各府省に懸命に取り組んでいただ

きまして、具体化が進んでおります。 

例えば、減価償却制度の40年ぶりの抜本的な見直し、革新的創薬のための官民

対話の場の設置、企業結合審査に関する独禁法の運用指針の改定、これらは長く

懸案とされていたものでありまして、古いレジームを断ち切って前進したといえ

ると思います。経済成長という一つの政策目標を目指して、各府省がアイデアを

出し合って工程表をつくり、きっちりと進捗状況を検証しながら実行していく大

綱の枠組みは、画期的なものであると改めて実感をした次第であります。財政再

建が求められる中で、政策資源の有効活用、予算の構造改革につながったという

意味でも、成功事例と言えるのではないかと思います。各府省の御協力に感謝を

申し上げます。今後、大綱の改定作業を進めていきたいと思います。 

２ページ目ですが、ここからは、成長戦略全体の話になりますけれども、安倍

政権となりまして、大綱に加えまして、「生産性５割増計画」や「アジア・ゲート

ウェイ構想」、あるいは「イノベーション25」等、新たな施策の芽が次々と出てき

ております。大綱の成功体験を生かしつつ、成長戦略をより力強いものとしてい

くことが可能と考えます。具体的には、これらを包含して「骨太方針2007」の中

で、安倍政権としての新しい成長戦略として国民にわかりやすく示していっては

どう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した。最後に、今月末までに生産性加速プログラ

ムを策定いたしますが、今日はそれに先立ちまして、生産性の現状について、デ

ータを御紹介させていただきます。よろしくお願いします。 

（高橋内閣府政策統括官） 配布資料「日本の生産性の現状」をご覧いただければと

思います。 

   １ページ目左側は、2005年時点での労働生産性の国際比較でございます。労働

者一人当たり時間当たりで生産性比較でございますが、日本はＯＥＣＤ平均を下
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回り先進国中最低で、アメリカの７割程度の水準しかございません。ただユーロ

圏もアメリカに务っておりまして、最近はこのことがユーロ圏でも問題になりつ

つあります。右側は日米の労働生産性の動きでございますが、90年代までは、日

本の生産性はアメリカに順調にキャッチアップしておりました。ところが、90年

代に入りましてからこのキャッチアップがとまってしまって、むしろアメリカに

ついていけなくなってきているということで、３割近いギャップが残っておりま

す。 

２ページ目では、日本でなぜ生産性が伸び悩んでいるかについて、まず左側で

すが、製造業と非製造業に分けてみますと一目瞭然でございまして、やはり非製

造業の生産性の伸びの低さが全体の足を引っ張っているということでございます。

なぜ非製造業の生産性の伸びが低いのかということですが、右側の図では、生産

性の構成要素を見ております。ブルーの部分は資本装備率、いわば従業員一人当

たりの有形固定資産、設備投資でございます。これは、非製造業の方もそんなに

遜色ございません。若干务っているという程度でございます。そういう意味では、

実は設備投資の差ではないということでございます。差が大きいのは全要素生産

性の部分で、よく技術進歩率などと言われていまして、同じ労働同じ資本を使っ

ても技術進歩しますと、それだけ生み出すものが多くなってまいります。この全

要素生産性に違いがあるということでございます。ではなぜ非製造業の全要素生

産性は伸びないのかということでございますが、これは、例えば規制改革が遅れ

て非製造業の市場全体の改革が遅れているとか、非製造業でリストラが遅れて効

率化が進んでいないとか、こういった要因があるのではないかと思います。 

３ページ目は、今度は大企業と中小企業という形で分けて見ております。90年

代後半以降、大企業と比較して、資本金1,000万以下の「小規模企業」の生産性が

务っていることが一目瞭然でございます。製造業の場合には、大企業が海外展開

をしたり、大規模なリストラをいたしましたので、大企業と中小企業で差がある

ことはわからなくもないのですが、国内中心の非製造業で、なぜこれだけ差が出

てくるのか。非製造業の中でも大と小の差が開いておりますのが「卸・小売」や

「運輸」といった分野でございます。こういったところは非常に小企業が多く生

産効率が悪いということでございまして、やはりこうした分野を中心に底上げの

必要があるということを示唆しているのではないかと思われます。 

４ページ目は、もう一度日米比較という観点で見てみたいと思います。アメリ

カの最近の生産性の動きを見ますと、アメリカではよくＩＴ革命ということがい

われておりますが、例えば一番下の「ＩＴ関連」、あるいは「製造業」といったと

ころでＩＴ投資、ＩＴ開発が進んで伸びていると。ＩＴ産業そのものが伸びてい

る。これは当たり前でございますが、例えば90年代後半から2000年以降では、Ｉ

Ｔ産業だけではなく「金融・ビジネスサービス」あるいは「流通・運輸」といっ

た分野が非常に伸びて、それが生産性の向上に寄与しております。こういったセ

クションはサービス産業でございますが、ＩＴ産業ではなくてＩＴ利用産業でご

ざいます。例えば、流通では、ウォールマートのＩＴネットワークを活用した物
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流改革が非常に有名でございますが、その他金融でもＩＴを活用して市場を拡大

したとか、経営効率化を図ったという例がございます。 

つい最近出ましたアメリカの議会のレポートでも、2000年以降のアメリカの生

産性の上昇、とりわけサービス産業、ＩＴ利用産業の生産性上昇ということに注

目しておりまして、なぜこの時期にこれだけ出てきたのかということを分析して

おります。それによりますと、アメリカは90年代に入ってからずっとＩＴ投資を

しておりましたが、すぐにはその効果が出なくて、2000年以降その効果が出てき

たということでございます。 

もう一つは、金融・サービスや流通・運輸といったセクションが単にＩＴ技術

を導入するだけではなく、その効果を実現するために、無形資産あるいは組織資

産にも同様に投資をしていたということでございます。例えば無形資産への投資

とは、具体的には人への投資あるいは知識への投資ということでございまして、

人材育成などを積極的にやったということ、あるいは組織資産ということでは、

就業慣行の改革や組織そのものの改革。こういったことをやったがゆえに、生産

性が上がってきたということでございます。 

一方、日本では、下の方のブルーの部分、ＩＴ関連は全くアメリカには务って

おりません。しかし、金融や流通といった分野でアメリカとの差が大きいわけで

ございます。例えば、金融を取り上げてみますと、日本の中で金融産業というの

は決して生産性が低くありませんが、対米で見るといかにも見务りしております。

やはり日本の金融は、ＩＴを十分に生かした経営ができていないということなの

ではないかと思います。流通も同じことではないかと思います。アメリカ並みの

生産性の上昇を実現するためには、ＩＴをいかに活用していくか。具体的には、

ＩＴネットワーク化をどう進めていくか、あるいはＩＴを導入するだけではなく、

企業の組織改革どうやってやっていくのかに考えをいたさないといけないという

ことではないかと思います。 

最後のページ。日米比較ということで、金融と物流について申し上げましたけ

れども、実はそれ以外の産業で見ましても、対米でかなりギャップが開いており、

むしろ最近、ギャップが拡大している業種もございます。例えば、「卸・小売」、「運

輸等」、「飲食・宿泊」、「ビジネスサービス」といったところは対米でかなり生産

性が务っているだけではなく、むしろ近年、その差が開いているわけでございま

す。 

「卸・小売」以下の分野で働いている人たちを足し上げてみますと、全就業者

の４割、人の数にしまして約2,600万人がいる職場でございまして、そういう意味

では、いかにこの分野の生産性を引き上げるかが、生産性引き上げの全体を考え

る上で非常に重要なことかがおわかりいただけるのではないかと思います。こう

いう分野の生産性を引き上げるためには、基本的には労働・資本の移動を活発化

させて、効率化させていくということだと思いますが、その具体策が求められて

いるということではないかということを、御報告させていただきます。 

ありがとうございました。 
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（大田議員）  その具体策を生産性加速プログラムとしてとりまとめたいと思います。

ちょうど時間になりましたが、丹羽議員。 

（丹羽議員） すみません。あと尐しだけ拝借をしたいと思います。最近の報道によ

りますと、新人材バンクにつきまして、塩崎官房長官を中心に政府・与党間の調

整が続いていると聞いております。 

私も大変心配しておりますが、３点申し上げたいと思います。１つ目は、新人

材バンクを天下りバンクとか、天下りロンダリングというような批判をされてい

るようですが、とんでもない間違いだと思います。各省庁による再就職あっせん

は、予算や権限を背景にしているので断りにくく、国民の目から見て押し付け的

に見えることから、今回の改革では、総理が何回もおっしゃっているように全面

的に禁止すること。予算や権限を背景にしない新しい人材バンクによる再就職支

援に一元化をすること。渡辺大臣がおっしゃっているように、「天下りバンク」と

いうより、「天下り根絶バンク」だという方が正確ではないかと思います。こうす

れば、個々の公務員は能力の高い人が多いわけでありまして、天下りにより実力

に見合わない厚遇を受ける人がいなくなって、実力相応の待遇になるはずだと思

います。 

   ２つ目は、バンク職員に出身省庁の職員の再就職支援を担当させて、新しい人

材バンクをトンネル機関にしようとするという意見がまだ主張されているように

報道されておりますが、これは決して許してはいけない。 

   それから３つ目は、独立行政法人や公益法人といった非営利法人について、各

省庁による再就職あっせんを残せと主張されているようでありますが、天下りの

87％は独立行政法人、公益法人の非営利法人であります。農水省所管の独立行政

法人でもある緑資源機構で官製談合事件が発覚したように、独立行政法人も天下

りや官製談合の温床になっているということは明白であります。密室人事から透

明性の高い人事へということでありまして、各省庁による再就職あっせんの禁止

には例外がない、聖域がないということを、是非お願いをしたいと思います。 

（大田議員）  これはまさに、官房長官が大汗をかいて苦労しておられるところで、

今の意見を踏まえていただければと思います。 

それでは以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

（以 上） 


