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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 4 月 20日(金) 17:38～19:14 

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   高 市  早 苗     内閣府特命担当大臣 

                               （イノベーション） 

同        山 本  有 二     内閣府特命担当大臣（金融） 

同        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 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

○ 成長力加速プログラム：その２（サービス革新戦略） 

（１）ＩＴ革新 

（２）官製市場の革新 

（３）地域経済の成長力向上 

3.閉会 

 

 

 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 19 年第９回） 
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（説明資料） 

○ 政策の取組について（高市臨時議員提出資料） 

○ サービス革新戦略の構築に向けて（有識者議員提出資料） 

○ ＩＣＴ改革促進プログラム（菅議員提出資料） 

○ サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて（甘利議員提出資料） 

○ ＩＴによる生産性向上の加速化に向けて（甘利議員提出資料） 

○ ＩＴによる生産性改革を支えるセキュリティ基盤の重要性（塩崎議員提出資料） 

○ サービス革新戦略について（尾身議員提出資料） 

○ 集中改革プログラムについて（草刈規制改革会議議長提出資料） 

○ 地域経済の成長力向上に向けた「包括戦略」を（有識者議員提出資料） 

○ 地域経済の成長力向上について（菅議員提出資料） 

○ 地域経済力の向上について（甘利議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○ ＩＴ新改革戦略政策パッケージの概要について（参考資料） 

（高市臨時議員提出資料） 

○ ＩＣＴ改革促進プログラム（参考資料）（菅議員提出資料）  

○ サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて（参考資料） 

（甘利議員提出資料） 

○ ＩＴによる生産性向上の加速化に向けて（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○ 地域力発掘支援新戦略（地域活性化政策体系）について（参考資料） 

（渡辺臨時議員提出資料） 

○ 投資環境整備に対する海外からの为たる要望事項（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９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）  本日の議題は成長力加速プログラムの２つ目の柱でありますサービス

革新戦略に関して、３つの議題について御審議いただきます。 

１つはＩＴ革新、２つ目が官製市場の革新、これは規制改革が中心です。最後

に地域経済の成長力向上について御審議いただきます。初めに高市大臣からＩＴ

革新につきまして、御説明をお願いしたいと思います。５分程度でよろしくお願
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いいたします。 

 

○成長力加速プログラム：その２（サービス革新戦略） （１）ＩＴ革新 

（高市臨時議員） 資料「ＩＴ政策の取組について」の１ページ目をごらんください。

今月５日のＩＴ戦略本部におきまして、「ＩＴ新改革戦略政策パッケージ」を決定

いたしました。この政策パッケージは我が国の新しい可能性を切り開く改革であ

り、創造のエンジンとなる重点的な取組をＩＴ戦略本部为導で推進しようとする

ものでございます。 

具体的には、電子行政に関しましては、国・地方の包括的行政サービスを実現

すること、社会保障のＩＴ化に関しましては、健康情報を活用する情報基盤を実

現することや電子私書箱を創設すること、そしてワーク・ライフ・バランス実現

のためのテレワークを推進することなどが盛り込まれております。今後、ＩＴ戦

略本部で策定いたします「重点計画‐２００７」にも反映していく予定でござい

ます。 

   ２ページ目をごらんください。今申し上げた国・地方の包括的行政サービスに

関するものですが、これは国民や企業にとって飛躍的に簡素で便利かつ効率的な

行政サービスの実現に向けまして、国・地方の枠を超えて、ワンストップの行政

サービス基盤を構築していこうとするものです。 

そのためには利用者の行動フローの分析だとか、ニーズの把握をしっかりと行

った上で、次世代の電子行政サービスのグランドデザインを描く必要がございま

す。この図は例えば、どこに転居しても、同様の行政サービスを受けられるよう

に、標準的なモデルを策定するとか、徹底的な業務改革を行いまして、できる限

りバックオフィス間の連携を図っていくこと、などがポイントになると考えてお

ります。 

   具体的な推進方策ですが、まずは今年度から来年度にかけまして、官民の知恵

を結集した検討の場を設けます。そして利用者視点に基づく行動フローの分析で

すとか、利用者のニーズを把握して課題を抽出し、徹底した業務の棚卸しと業務

フローのモデル化を行ってまいります。これらの取組の中で、来年度の早い時期

にグランドデザインを策定したいと考えております。その上で2009年度からモデ

ルとなる自治体を選定して実証実験を行い、2010年度も目途に、システムの更改

時に間に合わせるように、次世代の電子行政サービス基盤の標準モデル等の構築

を目指すことにいたしております。 

   検討体制でございますが、内閣官房電子政府推進管理室（ＧＰＭＯ）の下に官

民合同の検討プロジェクトチームを設置しまして、ここを中心に機能強化も図り

ながら取り組んでまいりたいと考えております。当然、ＩＴ戦略本部の下にあり

ます評価委員会のチェックもしっかり受けながら検討を進めてまいります。 

   ３ページ目をごらんください。これに関連いたしまして、２月末の諮問会議で

も話題になりましたＩＴ調達について、その標準化と効率化に向けた、現在及び

今後の取組を紹介させていただきます。 
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従来の国のＩＴ調達は各府省ごとに調達を実施しておりまして、仕様のばらつ

きや調達の提案に必要な情報開示が不十分であるために、新規参入が困難などの

課題がございました。これらを踏まえまして、現在では、内閣官房や総務省を中

心にＩＴ調達の標準化、効率化を推進しておりまして、さらに人事、給与など府

省共通的なシステムについては一元的な調達を実施いたしております。 

   そして、今後は、ＩＴ戦略本部の枠組を活用しつつ、一層の標準化、効率化を

推進してまいります。 

   具体的には３月に策定されました情報システムにかかる政府調達の基本指針に

基づき、各府省における調達管理の徹底、調達データベースの充実による効率化

を図ってまいります。さらに先ほど御説明いたしましたＧＰＭＯにおきまして、

次世代の電子政府基盤の全体最適の実現に向けた取組を、一層強力に的確に推進

していくことといたしております。 

いずれにいたしましても、ＩＴ戦略本部为導のもとで、世界最先端の電子政府

を目指して頑張ってまいる所存でございます。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございました。この後、５名の議員から御発言があります

ので、大変恐れ入りますが、３分程度でお願いできると幸いです。まず、民間議

員からお願いいたします。 

（丹羽議員） それでは民間議員ペーパー「サービス革新戦略の構築に向けて」とい

う資料をごらんください。まず、前文と１のＩＴ革新について説明をいたします。 

   我が国経済が長期の景気回復を続ける中で、業種別、地域別、規模別に見ると

未だ潜在力を発揮できず、十分な成長を実現できていない分野が見られます。こ

うした低成長性分野、消費者の潜在的ニーズが満たされていない分野を中心にＩ

Ｔ化、地域経済、規制改革等を柱とするサービス革新戦略を実行し、効率アップ

して国際的にも見务りのしない生産性水準にキャッチアップする必要があります。 

第１の柱が「ＩＴの革新」であります。先般、ＩＴ戦略本部で決定をされまし

た「ＩＴ新革新戦略政策パッケージ」の実効性を高めるためには、官民ともに業

種や組織の縦割り、ソフトウエアの分断等の課題を克服することが重要でありま

す。 

１番目にＩＴによる生産性の向上、５つの施策を御報告したいと思います。 

   ＩＴによる経済・産業の生産性向上に向けまして、以下の施策を講ずるべきで

あります。第１はＩＴ本部に官民同数程度の実務者からなる「特命チーム」を年

内に編成し、2010年度までに、国際的な標準と調和した電子商取引の共通基盤を

業種横断的に構築すべきであります。第２はユビキタス特区を早急に創設し、新

たな価値創造につながるサービスの開発、実証実験等を実施する。第３は中小企

業のＩＴ化を促進するためには、中小企業がＩＴの導入・維持管理を手軽にかつ

低廉なコストで行える環境づくりが不可欠であります。このため、企業ＯＢ等も

活用しながら、中小企業に対するＩＴ化支援や経営指導を拡充するとともに、Ａ

ＳＰサービスなど中小企業にとって使いやすいソフトウエアサービスの提供を促
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進する。第４は税制などのインセンティブ付与策を検討する。第５は生産性の一

層の向上のために、ＩＴの本格活用と併せて、企業における労働力の質を高める

取組を推進するということであります。 

   ２番目に、世界最先端の電子政府戦略でありまして、４つの施策を御説明いた

します。５年以内をめどに、国民に最も利用される世界最先端の電子政府を実現

するべく、以下の施策を講じるべきであります。第１はＩＴ本部に、国民のため

の電子申請手続に関する苦情を含めた提案を受け付ける有識者から構成される

「ＩＴオンブズマン」を置き、受け付けた内容とその処理結果を来年度から公表

する。第２は電子政府の構築に当たっては、以下の４つの視点を念頭に置き、添

付書類を大幅に削減するなど、紙をベースにした既存の手続を根本的に見直す。

１つ目はユーザーの視点に立った利便性の向上、２つ目はニーズの高い手続に集

中化、３つ目は可能な限りワンストップ化、４つ目は行政コストの削減でありま

す。第３はＩＴ調達の標準化を促進するため、内閣官房に設置されているＧＰＭ

Ｏ（電子政府推進管理室）と各府省におかれておりますＰＭＯ（府省全体管理組

織）の連携・機能強化を図り、現行の基本方針に基づき、着実に標準化を実施す

る。第４にＰＤＣＡサイクルを機能させて最適化計画を見直し、業務・システム

最適化を加速する。見直しに当たっては、費用対効果等も勘案し、重点化を実施

することであります。 

   ３番目にＩＴ本格活用に当たっての障害除去でありまして、４項目御説明をい

たします。第１は電子政府については、国民にとっての使い勝手の悪さが課題で

あります。民間の電子商取引については、業種を超えた標準化が進んでおりませ

ん。このため、特命チームを活用することにより、これらの課題を打破すべきで

あります。第２に医療のＩＴ化を進めるため、「健康ＩＴカード（仮称）」の導入

にむけた工程表を年内に策定すべきであります。第３に学校のＩＴ化を進めるた

めに工程表を年内に策定し、使いやすいソフトウエアの整備、生徒がいつでもコ

ンピュータを利用できる環境の整備、校務のＩＴ化、教員のＩＴ教育力の向上を

図るべきであります。第４に生産性向上やワークライフバランス実現には、ＩＴ

を活用したテレワークが重要であります。その一層の普及に向け、在宅勤務に対

応した労働管理の在り方を労働市場改革専門調査会で集中的に検討する必要があ

ります。 

   私からは以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、菅議員からお願いします。 

（菅議員） 資料「ＩＣＴ改革促進プログラム」の１ページをごらんいただきたいと

思います。この経済成長分野の中で、４割がＩＣＴということで、国際競争力の

強化、通信・放送分野の改革の推進、そして総合的に国際戦略を専担する局の新

設、この３本の柱からなる総合的な政策パッケージを行いたいと思います。 

   ２ページ目に行きたいと思います。１番目は国際競争力の強化であります。今、

丹羽議員からもありましたけれども、ユビキタス特区の創設をしたいと思います。

さらに、この「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」を策定し、総務省内に「ＩＣ
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Ｔ国際競争力会議」というものを設置していきたいと思います。さらに映像国際

放送の充実、これについては、政府一体となった積極的な外国人向けの映像国際

放送を平成20年度後半中に開始したいと思います。さらに、これも丹羽議員から

今提案がありましたけれども、生産性向上のためのＩＣＴの共通基盤の整備、こ

こもしっかり行っていきたいと思っております。 

   ３ページ目をおめくりいただきたいと思います。通信・放送分野でありますが、

ＮＨＫ改革の推進、さらには通信の競争促進であります。そして、３つ目は通信・

放送の融合・連携でありまして、これは法律をできる限り一本化しようという方

向で今調整いたしております。さらにコンテンツ流通の促進であります。とにか

く、現在の著作権法制度の中でコンテンツ関係はできることを行っていきたいと

思っております。具体的には、放送コンテンツについては、著作権者や交渉窓口

がどこにあるのか分からないということを海外からもよく言われますので、こう

したものの横断的なデータベースの整備をしていきたいと思います。そのための

法整備を次期通常国会に向けて検討していきたいと思います。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では甘利議員お願いいたします。 

（甘利議員） 資料を２つ提出させていただいておりますが、まず、「サービス産業に

おけるイノベーションと生産性の向上に向けて」から説明をいたします。 

成長力の加速のために、サービス産業のイノベーションと生産性の向上に向け

た施策パッケージを取りまとめましたので、御報告を申し上げます。 

   １ページ目でありますけれども、サービス産業は日本経済の７割を占める重要

な産業であるものの、サービス産業の生産性が低いという指摘が内外からありま

す。具体的な数字も上がっているところでありますが、製造業のように、機械化

とかＩＴ化で即解決というものでもなくて、しかも共通の物差しもなく、現状で

は経験と勘に頼っているという状況であります。研究会でいろいろと分析をして

きましたけれども、これまで経験と勘に頼ってきたサービスでも、例えば、ＧＰ

Ｓで優良タクシードライバーの行動解析というのを行ってトレースするわけです。

ほかの運転者にも、こういうお客さんの拾い方というか、運行スケジュールをＧ

ＰＳで行動解析を行って、タクシー会社がほかの運転手さんにも共有させた結果、

売り上げが伸びたケースであります。 

それからメジャーリーグの試合のスケジューリングについても、１チーム162 

試合あります。アメリカの大リーグ全試合ですと2,430試合、このスケジュールに

ついて、組むのが大変なのですね。なぜなら、移動時間がうまく組まないと選手

が疲れてしまうとか、テレビの放送ニーズとか、いろんな制約条件があるのです

けれども、それを踏まえているからであります。これはどうしているかといえば、

数理手法、数学ですね。この数理手法によって最適化モデルを米大リーグでは導

入しているのですね。一番効率がよく、観客動員も多い、うまい試合スケジュー

ルを組んでいるわけであります。サービス産業にも科学的、工学的アプローチを

導入して、効率と付加価値を高める取組があるわけです。 
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   ２ページ目でありますが、そうしたサービス工学の研究を進めるために、産業

技術総合研究所（産総研）に研究拠点を設けることといたしております。このよ

うな手法を５月10日に発足をしますサービス産業生産性協議会と連携をしまして、

個々のサービス産業に広めていきたいと思っております。また、団塊世代の製造

業ＯＢ人材の活用によって、製造業のノウハウの活用も推進をしていきたいと思

っております。また、サービス産業の品質向上を図るために、アメリカや韓国で

も導入されていますＣＳＩ（Customer Satisfaction Index）、顧客満足度指数、

この日本版ＣＳＩを品質評価のためのベンチマークとして整備をしたいと思って

おります。 

   ３ページ目。併せて分野別の生産性向上の加速化に向けて、法律改正、産活法

に基づきまして、小売業、情報サービス業など、個別分野の付加価値を高めるた

めの指針を策定いたします。各省でも指針の策定も含めて、所管のサービス業の

在り方を考えていただきたいと思います。 

   続いて、次の資料「ＩＴによる生産性向上の加速化に向けて」であります。 

   生産性の向上には、ＩＴ投資の効率性、この向上が不可欠であります。このた

めに経済活動のＩＴ化を踏まえたＩＴ投資の選択と集中が必要。ソフトウエアの

開発費がものすごく高くなって、この負担が企業経営を圧迫しているわけですね。

そこで二段階にします。つまり、他社と皆共通ベースになっているようなソフト

ウエアについては、汎用のものを使うとか、共同開発をする。その企業の競争力

になる差別化につながるソフトウエア分野は自分のところで開発をする。全部自

分のところでやったら、とてもコスト高でたまらない。みんな汎用のものを使っ

たら、競争力にはならないので、選択と集中が大事ということであります。 

   ２ページ目でありますが、電子商取引や電子タグによるネットワーク化であり

ます。電子タグは、タグと読取機、機械との間の通信の標準化というのは、もう

できているのですね。ところがその上に乗っかる内容の標準化、あるいは国際化、

これができていないわけです。この間ウォルマートの話をしましたが、自分のと

ころの仕様で取引先が全部統一されてしまうと、ほかが入ってこれなくなる。タ

グに乗っかるものの内容の標準化が必要ということを言っているわけであります。 

   ３点目が中小企業の底上げのためのＡＳＰの活用、つまり、中小企業はソフト

を個別に全部買っていったら高くてとてもやっていけないので、それらをみんな

買ってサービスだけ提供する会社がＡＳＰというのですが、そこにユーザーは情

報を送って、処理データだけすぐもらえるということ。そうすると、中小企業は

ソフトを全部買い込まなくてもいいのですから、ＩＴ化が進んでいく。この活用

が重要であります。 

   ３ページ目の人材投資の加速化も重要でありまして、これらの加速化のための

税制等の支援措置の充実強化が不可欠である。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、塩崎議員お願いします。 

（塩崎議員） 資料「ＩＴによる生産性改革を支えるセキュリティ基盤の重要性」に
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ついて、ＩＴ化が進展する中で、いろいろなセキュリティリスクが増えていると

いうことでありますが、情報セキュリティ面への配慮がなければいけない。ＩＴ

障害が起きたときに、社会経済全体に非常に大きな影響を与える例が、例えば東

証のシステムの問題であるとか、最近いろいろ出ているわけであります。個別企

業でももちろん抱えるリスクが増えている。加えて経済ネットワークのグローバ

ル化に伴うリスクも、例えば、海底ケーブルが切れたとか、国際業務委託が進ん

でいる中で、リスクが発生した場合にどうなるのかということを考えてみると大

変だ。私が議長を務めております情報セキュリティ政策会議におきまして、第一

次基本計画に基づいて政策推進をしております。しかし、依然として対策はまだ

まだ道半ばということでございます。 

   ２ページ目に、今後の重要課題の三本柱として、人材の育成確保、それから国

際展開、そして電子政府のセキュリティ強化、ということでございます。 

まず人材でありますけれども、セキュリティ分野に対する人的投資は、国全体

としてまだまだ不十分でございまして、高品質のシステムを実現して、その信頼

性を確保するためには、人的基盤を充実していく必要があります。 

国際展開でありますが、東アジアでは日系企業の直接投資が増える、あるいは

コールセンターなどが日本からの国際委託も進んでいる、あるいは地域の情報セ

キュリティリスクを抑制することが、日系企業の競争力強化の観点からも不可欠

になってきている。このようにアジアへの国際展開がどんどん進む中で、リスク

が高まって、セキュリティのニーズも非常に高まっている。 

そこで日本のセキュリティに関する知見、経験を東アジア地域に移転をしまし

て、地域の情報セキュリティ対策水準の向上を図っていくことが大事だと。また、

東アジア域内におけるＩＴ障害に対して、域内各国が連携をして対応を行う枠組

を創設することも安定した経済活動をするためにも重要だと。東アジアではＥＰ

Ａによって経済関係が非常に統合化をされていくわけであります。情報セキュリ

ティ面での連携強化がなければ、この経済連携も下支えすることはできないので、

極めて大事な問題になってきております。 

   電子政府のセキュリティ強化でありますが、電子政府を強力に進める中で、足

元を掬われないようにしなければならない。そういう面でセキュリティ面に配慮

した枠組づくりが非常に必要であって、各役所にもいろいろな御努力をいただい

ていますけれども、まだまだやらなければいけないことはたくさんある。こうい

うことでございます。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、尾身議員お願いします。 

（尾身議員） 先日の諮問会議で内閣府から説明がありましたように、日本の労働生

産性は为要国の中で最も低い水準にあると言われております。これは欧米に比べ

まして、我が国のサービス部門の労働生産性が低いことが原因であると考えてお

ります。特に輸送、流通、小売り等のセクターについては、明らかに改善の余地

がありまして、サービス部門の潜在成長力の強化が、我が国にとって大変重要な
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課題であると考えております。 

   この部門の生産性は世界でも有数に生産性が高い製造業と比べて対照的である

と思っておりますが、このためには民間部門における情報通信技術、ＩＣＴの活

用での効率化を図るとともに、民間だけでは対処できない空港、港湾の24時間化、

貿易手続のワンストップ化などの課題に規制改革等によって、正面から取り組む

ことが重要であると考えておりまして、規制改革会議におきましても所管大臣と

ともによく検討していただきたいと思います。 

   前回議論されました金融・資本市場の改革につきましても、我が国が香港やシ

ンガポールに遅れをとっていると言われている背景は、英語の問題の他に、オフ

ィスの賃料、あるいは人件費、物件費などのコストや空港などのインフラの問題

があると考えております。 

   製造業と非製造業の経済成長への寄与度をみると、アメリカ、イギリスでは非

製造業の寄与が圧倒的であるのに対しまして、日本では相対的に見て製造業の寄

与が高いわけであります。日本におきましても、ＧＤＰに占める非製造業のシェ

アが７割程度でありまして、非製造業の生産性を高めることが安定的な経済成長

の鍵となると考えております。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは自由に御討論をお願いいたします。

高市大臣。 

（高市臨時議員） 菅議員から御説明のありました国際競争力強化の取組や、甘利議

員から御説明のありました生産性向上の加速化につきましては、大変重要なこと

でございますので、先ほど御説明申し上げました政策パッケージの中にも重点的

な取組ということで位置づけております。両議員に各施策についてはリードして

いただきながら、ＩＴ戦略本部の下で一丸となって取り組むということを申し上

げます。 

   民間議員の先生方から頂戴したペーパーですけれども、今、お答えできる範囲

内で申し上げてよろしいですか。 

（大田議員）  はい。 

（高市臨時議員） まず、ＩＴ戦略本部に電子商取引標準化のための特命チームをつ

くるという御指摘でございますが、この電子商取引の共通基盤の整備は経産省の

方でも非常に強い問題意識を持っていただいております。民間の为体性の発揮と

いうのは非常に重要なことでございますので、甘利議員とよく相談させていただ

いて、適切な推進を図らせていただきたいと思います。 

   それから官民同数の特命チームをＩＴ戦略本部の中でということですが、ＧＰ

ＭＯの下に官民合同の検討プロジェクトチームを設置する予定にいたしておりま

すので、また御協力をよろしくお願いいたします。 

   ＩＴオンブズマンの御提言もございました。今、ＩＴ戦略本部の下に、有識者

からなるＩＴ新改革戦略評価専門調査会を設けさせていただいていて、特に電子

政府に関しましては、電子政府評価委員会を設置いたしておりまして、利用者視

点に立って評価を行っていただいているところでございますので、これらの枠組
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を十分に生かしながら、御指摘のような点を踏まえた取組も今後検討させていた

だきたいと思っております。 

   添付書類の大幅削減等も、確かにとても大事な視点でございますので、しっか

りと留意をしながら取り組ませていただきたいと思います。それからテレワーク

でございますが、私は尐子化担当大臣や男女共同参画担当大臣もやっておりまし

て、テレワークというのは、非常にニーズの高い事柄でございますので、実際の

就労環境に適応したテレワークモデルをまず構築したいと。さらに導入のサポー

トや相談体制を充実したいと思っております。それから労働関連の制度環境整備

も必要になってくると思いますし、普及啓発活動も力を入れていきたいと思いま

す。あと公務員分野でもっと勤務形態の弾力化や多様化に向けた取組が進まなけ

ればいけないのだろうなと思いますので、こういったことを進めていく必要があ

ると考えております。 

   以上です。 

（大田議員）  御手洗議員。 

（御手洗議員） 電子政府について申し上げる。電子政府については、今まで多くの

計画が策定されてきたにもかかわらず、例えば、2010年のオンライン利用率目標

50％に対して、現状はわずか11.3％で、目標達成も危ぶまれるような状況にある

わけです。例えば、韓国の電子申告率が所得税では75％、法人税は97％であるこ

とに比べると、非常に寂しい状況です。人事給与システムを省庁間で共通化して

業務のスリム化につなげる計画も、省庁の壁に阻まれて頓挫しているように見え

ます。そこで今回こそ責任を持って計画を執行していただくために、ＩＴ戦略本

部の専門性を高めて、各省に強く執行を要請するとともに、評価機関に調査や勧

告の権限を持たせて、各省庁の取組を監視する体制を整備すべきだと思います。 

   また、行政改革や規制改革、市場化テスト、予算など、政府のあらゆる手法を

駆使して計画実行を後押しするためにも、全体のアクションプランが必要である

と考えます。その際、情報化のメリットを最大限に生かすのに障害となるような

制度があれば、それは徹底的に改正を検討すべきである。電子政府の利用者から

見ますと、一度に多くの手続が集中する就職、転居などのライフイベントや社員

の入退社などの業務の流れに従って、円滑に手続が進むことが求められています。

しかし一連の手続の中で、一部でもオンライン化されていない部分がありますと、

電子政府のメリットは半減してしまいます。このため、オンラインの申請だけで

なくて、オンラインによる証明書の交付、政府だけでなく地方自治の電子化など、

トータルな電子化を目指す必要があると思います。電子政府の先進国と呼ばれる

国々は既にこうした取組を行っておりまして、利用者本位の制度設計に徹底して

いるようであります。例えばシンガポールは、先ほど話の出た顧客満足度におい

て、70％以上を獲得していると言われております。是非、強力に実行をお願いい

たしたいと思います。 

（大田議員）  菅議員。 

（菅議員） 電子政府でありますけれども、総務省は全国約250人の電子政府推進員を
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配置しておりまして、利用者や有識者の立場からオンラインの申請の利便性向上

等に関する手続、障害のあるものを今集めております。全力で取り組みますので、

よろしくお願い申し上げます。 

（丹羽議員） このＩＴで生産性をアップするのが一番の狙いで、そのためにはソフ

トウエアの共通基盤化や標準化を進めて、電気や水道のように、ＩＴをユーティ

リティとして使う、Software as a Service、ＳａａＳの普及が重要な意味を持つ

ということでありまして、そのためには、政策的に官民共同でソフトウエアの共

通基盤化や標準化を推進する必要があるわけで、そのための政策支援を大胆にや

っていく必要があるのではないか、是非実行できるようにお願いをしたいと思い

ます。 

（大田議員）  高市臨時議員、今、丹羽議員からありました官民の特命チームとは、

官と民両方に物申し官民共通のインフラをつくるということだと思うのですが、

先ほどの官民合同の検討プロジェクトチームというのは、民に対してもそのよう

な意味合いを持つと考えてよろしいでしょうか。 

（高市臨時議員） そういう役割も是非担わせていただけるとよいかなと思いますね。 

（大田議員）  わかりました。民間議員ペーパーに、ＩＴオンブズマンを置いて受け

付けた内容と処理結果を来年度から公表するという極めて具体的な提言があるの

ですが、これも含めて御検討いただけるということでよろしいでしょうか。 

（高市臨時議員） 電子政府の評価委員会を設置しておりますので、そこでいろいろ

チェックをしております。ただ、いろいろ使ってみて、一般の方から「使い勝手

が悪いじゃないか」といったことをきっちりと受け付けるツールがなかったなと

思いましたので、まずは内閣官房で検討いたしまして、ホームページ、その他一

般的に使っていただいている方のお声を受け付けて、それを集めて電子政府の評

価委員会の方にチェックしていただき、報告をして改善策を検討していただくと

いうようなやり方がどうだろうかと、今の時点で考えています。 

（丹羽議員） ホームページなどで、国民の苦情をフィードバックする。そうしない

と、国民は何をやっていただいているか全く分からないというのでは、これから

いろいろな国民の声を吸い上げるということにつながらないと思うので、是非そ

ういう制度をお願いしたいと思います。 

（高市臨時議員） 尐子化についても様々な制度の運用とか、使い勝手に関する意見

を毎月２テーマずつ設定して受け付けていまして、それに必ず大臣からの返事と

いうことで、関係省庁と議論してこう改善しました等、毎月お返ししている。そ

れと同じような仕組みを今考えています。ただ、オンブズマンという形で何か新

たなものをつくるか、この評価委員会で御検討いただいて、それでしっかりお返

事を返していくか、その方法について、もう尐し検討させてください。 

（大田議員）  ありがとうございます。ＩＴを本格活用し、それによって生産性を向

上させる。トリガーとして世界最先端の電子政府をつくっていくという点では意

見が一致していたと思いますので、各議員、それから高市臨時議員、是非今後と

も取組みをよろしくお願いいたします。 
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   今日の議論も踏まえて、25日に取りまとめ予定の成長力加速プログラムに盛り

込んでいきたいと思います。 

   総理からよろしいでしょうか。 

（安倍議長） いいです。 

（大田議員）  それでは次の議題に移りたいと思います。高市臨時議員はここで退席

されます。どうもありがとうございました。 

 

（高市臨時議員 退室） 

 

（大田議員）  それでは渡辺臨時議員、草刈議長が入室されますので、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）  それでは２つ目の議題であります官製市場の革新について御議論いた

だきます。初めに渡辺臨時議員、それから草刈議長から御説明をお願いいたしま

す。お二人で５分程度ということでお願いいたします。 

 

○成長力加速プログラム：その２（サービス革新戦略） （２）官製市場の革新 

 

（渡辺臨時議員） 我が国の生産性を高めて、強い成長を実現していく上で、規制改

革は大変重要な鍵を握っております。今日の御説明は草刈議長にお譲りいたしま

すが、私の方から１点、規制改革と行政改革はコインの裏表だと思います。会議

で独法の業務の廃止、縮小の議論を進めておりますが、この議論はまさに公務員

制度改革と直結いたします。公法人の業務縮小を進めようとしても、そこに天下

りのＯＢがいるために親元が必死で抵抗をし、十分な成果に至らなかったケース

が多々ございます。今回の公務員制度改革では、その川上の部分にメスを入れま

す。これが成功いたしますと、改革の進み具合はがらっと変わってくると考えま

す。 

幼保一元化や貿易手続の簡素化などに典型的にあらわれていますが、規制改革

を進めようとしても、縦割りの壁に阻まれる例がございます。設置法や縦割り式

の壁を超えて、もっと横断的柔軟に省庁間で連携協力していくシステムをつくる

ことが大事だと思います。 

   規制改革と行政改革が車の両輪として連動していけば、岩盤の壁を崩すことも

可能であると考えます。私から以上です。 

（大田議員）  それ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」） 私は規制改革の議長として簡単に御報

告いたします。 

   「集中改革プログラムについて」という資料をごらんいただきたいと思います。 
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   １ページ目。前回も申し上げましたけれども、規制改革の課題はまだまだ山積し

ており、当会議が３年間の期間を最大限に活用して、聖域なく取り組む所存でご

ざいますが、活動開始に際して掲げました「ダッシュ７」、その後に検討を踏まえ

て追加した課題、合計16項目を当面の集中改革プログラムとしております。これ

らの課題は国民が成果を肌で実感できる改革という観点から選定をしております

が、いずれも外枠のところに書いてございます「生活革新」、「生産性向上」、「再

チャレンジ・地域再生」、この好循環のトライアングルにするものだと考えていま

す。 

当会議の成果を規制改革に関する３か年計画及び「骨太の方針」に盛り込んで

いただきますように、５月の下旪までに第一次答申を取りまとめるべくフルスウ

ィングに入っております。仮にある課題で満足のいく成果に至らない場合でも、

遅くとも本年中に成果を得るということを目指します。また、年末に向けて取り

組むつもりの課題は、ここに列挙してあるもの以外にも多々ございます。順次検

討の俎上に乗せてまいります。 

   まず分野別のみを申し上げますと、〔医療〕、〔保育〕、〔教育〕、〔雇用・就労〕、〔地

域産業〕、〔都市・住宅〕、〔消費者関連〕、〔国際交流・貿易〕、〔官業改革〕、全部で

９分野でございます。本日は●印を付けました、特に力点を置きたい５つについ

て御説明を申し上げます。 

   ２ページ目。当会議の積年の思いが結実をいたしまして、ＩＴ化推進による医

療改革により、平成23年４月までにレセプトを完全にオンライン化するというこ

とが決定をされまして、先日のＩＴ戦略会議において、柳澤大臣から「私の目の

黒いうちは完全に実施する」というお言葉もいただいております。当会議では、

その促進のための環境整備になどに関して検討中でございますが、レセプトのオ

ンライン化は単なる事務の合理化ではございません。カルテの電子化と相まって、

今後の医療改革の重要な入口の一つと考えております。年間約1,900億に及ぶ審査

支払手数料を保険者から受けている診療報酬支払基金や国保連の在り方の見直し、

それから制度上は可能なはずである保険者によるレセプトの直接審査促進といっ

た国民の保険事務負担の軽減、それから治療実績情報、いわゆるアウトカム情報

の開示、患者自身による健康診療情報の管理による医療の「見える」化、さらに

は科学的根拠に基づく医療の標準化が推進されて、包括払い方式の導入の基盤が

できる。それにより過剰診療・過剰投薬が排除され、医療の質の向上とコストの

削減に通じる。またその他の改革と相まって、勤務医の就労環境の改善にもつな

がっていくということで、多くの生産性向上に資する道筋が開けてまいると思っ

ております。なお、レセプトの直接審査ですが、医療機関あるいは薬局の合意要

件の撤廃に関して、平成18年度中に結論を得る旨閣議決定がなされておりますが、

未だに実行されておりません。 

    ３ページ目。５件のうち４件挙がっております。 

    まず「国家公務員の採用年齢見直し」と書いてございますが、現行制度は公務

員のⅡ種が29歳未満、Ⅲ種 は21歳未満という受験の年齢制限がありますので、子
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育てが一段落した方、あるいは就職氷河期に不本意な就職をした人たち等々の再

チャレンジを阻んでいるということで、この制限を大幅に引き上げることを目指

して、人事院と総務省にヒアリングをしたのですけれども、どこに焦点があるの

かさっぱり分からない。誰にイエスと言ってもらえれば、ルール変更ができるの

かということが分からないのです。その辺、困っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

    次に「消費者ニーズに対応した農産物等のイノベーションの促進」と書いてあ

ります。これは米の成分表示の問題で、低蛋白、低カロリーという新規に開発さ

れた機能性米がございますが、以前は成分表示ができていたのに、今は実態とし

ての成分表示ができません。制度や運営を見直して、消費者に認知してもらうと、

生活習慣病の予防など消費者ニーズに対応した農業のイノベーションが促進され、

攻めの農業経営の転換の契機になるものだと認識し、折衝中でございます。 

    「老朽マンション等の建替の促進」とあります。首都圏、中部圏では、経済の

活気が大いに戻り始めましたが、そのような地域にあっても、まだ老朽化したマ

ンションの建替えが遅々として進んでいない。区分所有法の住民の建替決議の同

意条件、これは面積・所有者数でも５分の４でございますが、こういったことや

容積率の規制の見直し等々で建替えが促進されれば、安全・安心な居住環境の実

現に結びつくと考えられます。 

    「貿易手続のワンストップ化」とございます。総理が掲げられますアジア・ゲ

ーウェイ構想の実現に向けて、アジア・ゲートウェイ戦略会議が５月末に報告書

を提出されるということで、精力的に議論をされております。当会議が掲げまし

た項目と密接な関係がありますので、その仕上がりを期待されるところですが、

これはいわば、ＰＤＣＡの「Ｐ」、プランの部分に属します。次世代、シングルウ

ィンドウへの港湾手続、これが一番ややこしいのですが、統合問題を含めて経済

団体も、かなり具体的な提言をされております。戦略会議が報告書を出した段階

で解散ということになりますが、せっかくの報告書を着実に実施して進化させる

過程、すなわち、ＰＤＣＡの「Ｄ」、「Ｃ」の段階で当会議も経済団体とも連携し

ながら、積極的に参画させていただき、シンガポール等の先行諸国に大きく立ち

遅れた現状を回復するということに尽力をしたいと考えております。 

    私から以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、有識者議員からは、先ほどの資料

の続きという形で御発言いただけるのでしょうか。 

（八代議員） それでは、サービス革新戦略の一つの大きな柱であります、「官製市場

等の革新」について、簡単に御説明させていただきます。 

   日本のサービス分野では、依然として政府が直営、あるいは管理している官製

市場というのが大きなウエートを占めております。消費者为体のサービス産業を

創造し、こういう官製市場を改革することが消費とか雇用を生み出し、成長力を

強化する大きな柱になっているわけであります。そのときは、先ほど尾身議員、

あるいは渡辺臨時議員がおっしゃいましたように、規制改革を通じたサービス産
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業の生産性の向上というのが不可欠でございます。その意味で規制改革会議にお

きましては、２月16日の諮問会議において提案いたしました「官製市場改革のた

めの規制改革事項」についてきちんと受け止めていただきまして、今後やるとい

うことでございますので、可能な限り「骨太方針」までに間に合わせ、残りにつ

いても、遅くとも年内に結論を得ていただきたいと思います。 

   ただ、今、草刈議長の方からお話しありましたように、「規制は細部に宿る」と

言われますので、一歩見逃すと、結果的になかなか規制改革の効果が発揮できな

くなることもございますので、是非最後の詰めをよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それから官製市場改革のもう一つの大きなポイントとしては、市場化テストが

あるわけでして、官業と民業とが対等の立場で競争することで行政サービスの生

産性の向上、中小企業等も含めた民間のビジネスチャンスの拡大に極めて有効な

手法でございます。これも諮問会議での議論を踏まえまして、公園とか道路等の

公物管理、あるいはバックオフィス等につきまして、政府だけではなくて独立行

政法人につきましても、是非、重点分野として選定すべきであろうかと思います。

これを「骨太方針」に盛り込んでいくということが大事ではないかと考えており

ます。 

 以上でございます。 

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

（丹羽議員） 我々民間議員から出した資料の中で、「官から民へ」、民間にできるも

のは民間で、ということについては、ＰＦＩや指定管理者制度というのがあるの

ですね、それから市場化テスト、構造改革特区、こういうものの施策が導入され

ていまして、官製サービスの刷新ということで着実に進んでいるわけであります。

特にここに出しております公物管理のうちで、地方自治体の公の施設の管理運営

の委託先の民間開放というのが、指定管理者制度として昨年の４月から始まって

いるわけであります。この実績が非常に低く、指定管理者制度の導入率が２、３

割なのですが、指定管理者制度導入施設のうち、民間開放は１割、つまり20～30％

の１割ということは、２～３％しか実質的には行われていない。しかし行政コス

トの削減効果は予想どおり出ておりまして、民間研究機関の調査によると削減率

は14％であります。したがって、市場化テストの対象範囲を更に拡大するととも

に、指定管理者制度の状況を常に見直して、一層の普及を図っていく必要があり

ます。制度はあるし、行われているように見えますけれども、実際には２～３％

にとどまっていますので、これを引き続きウォッチして、やはり状況を常に見直

していく必要があると思います。 

（大田議員） 指定管理者制度をより積極的に見直すという点は、菅議員はよろしい

でしょうか。 

（菅議員） 今、地方自治体でかなりやり始めていますけれども、これを広げていき

たいと思っています。 

（大田議員）  ほかに。では、渡辺大臣。 
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（渡辺臨時議員） バックオフィスの改革についてですが、例えば、独立行政法人が

108あるが、これは公務員型・非公務員型と問わず、バックオフィス業務はほとん

ど共通なのですね。私の方から事務方にパッケージソフトを開発したらどうだと

言ってあります。パッケージソフトで会計業務などは簡単に共通化できます。今、

それぞれレガシーシステムを使っていると思いますが、パッケージソフトによっ

てパソコン管理で簡単にできるようになるのですね。そういうことをきちんとや

っていくことによって、例えば、独立行政法人の先の公益法人と連結ベースで決

算書をつくってみると、どこに無駄があるかはっきり出てくるわけです。つまり

バックオフィス改革は、独立行政法人のみならず、人事、給与など、省庁横断で

統合化・効率化を図っていくことも可能性として大いにある得るわけですから、

検討をすべきだと思います。いずれにしても、電子政府というのは行政改革とセ

ットの話なので、残念ながら、そういう体制になっていないということだけ苦言

を呈させていただきます。 

（大田議員）  ありがとうございます。塩崎議員。 

（塩崎議員） 先ほど草刈議長からお話がありました国家公務員の採用年齢でありま

すけれども、今回、渡辺臨時議員を中心に取り組まれている公務員制度改革につ

いては、政府・与党合意が取りまとめられ、今回は国家公務員法の改正というこ

とになったのですけれども、その合意の中で、総理の下で有識者会議を立ち上げ、

公務員制度全体の見直しをやって、来年の通常国会を目指して基本法的なものを

つくろうと、こうなっております。採用の問題を含めて公務員制度全体をそこで

議論いたしたいと思いますので、また規制改革会議の方から問題意識を御提出い

ただければ大変ありがたいなと思います。 

（草刈議長） 採用の問題はもちろんある。その中で、例えば極論ですが、Ⅰ種、Ⅱ

種、Ⅲ種を全部一緒に採用してしまうやり方もあるのですが、私どもが議論して

いるのは、要するに再チャレンジとして、Ⅲ種は、年配の女性、フリーター、そ

ういう人も十分救えるのではないかということで、21歳で切ってしまうというの

は、いかがかということである。 

（塩崎議員） そういうことも含めて、全体を総理の下で検討していただこうかと思

っております。 

（大田議員）  ありがとうございます。今日、規制改革会議から御報告いただいた重

点取組事項については、特に御異論はありませんでした。今後検討を進めていた

だきまして、また諮問会議にも御報告をいただければと思います。 

   市場化テストは私が担当ですが、今年夏の基本方針の改定に向けて重点分野を

中心に各府省と折衝させていただきます。 

   それから渡辺臨時議員からお話のありました独立行政法人改革については、ま

た諮問会議でも議論したいと思います。 

   バックオフィス業務につきましては、先ほど高市臨時議員の方から電子政府の

方でやるというお話がありましたし、また市場化テストの対象にもなっておりま

すので、連携をとりながらしっかり進めていきたいと思います。 
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（渡辺臨時議員） 是非、行政改革に結びつくようにお願いします。 

（大田議員）  行政改革の方はよろしくお願いいたします。 

   では、総理から。 

（安倍議長） 規制改革は、生産性向上の重要な鍵ですので、渡辺大臣におかれまし

ては、今まで同様、強力に各閣僚と折衝していただきまして、「骨太の方針2007」

に改革の方向性を盛り込んで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、草刈議長はここで退席されます。

どうもありがとうございました。 

（草刈議長） どうもありがとうございました。 

 

（草刈議長 退室） 

 

（大田議員）  渡辺臨時議員には引き続き、地域活性化担当大臣として御参加いただ

きます。 

   ここで山本大臣が入室されますので、しばらくお待ちください。 

 

（山本臨時議員 入室） 

 

○成長力加速プログラム：その２（サービス革新戦略） （３）地域経済の成長力向上 

 

（大田議員）  それでは、やはり地域経済が強くなりませんと、本当の意味での生産

性向上、日本の成長力にはなりませんので、地域経済の成長力向上という非常に

大事な課題について、最後に御議論いただきたいと思います。 

   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『地域経済の成長力向上に向けた「包括戦略」を』

につきまして御説明をいたします。 

   これは、先ほど御説明しました民間議員ペーパー「サービス革新戦略の構築に

向けて」の３ページ目、「２．地域経済の成長力向上」の別紙にあたるものであり

ます。地域の活力なくして、国の活力はありません。大田議員のおっしゃるとお

りであります。我が国が目指す「新成長経済」は、地域経済の離陸なくしては実

現が困難であります。それには、地域の企業、自治体、金融機関の三者が一体と

なった包括的・集中的な取組が必要であります。安倍内閣における地域経済強化

のための多面的な政策を踏まえて、①地域企業の活性化、②自治体の強化・スリ

ム化、③地域金融機関の収益基盤の強化、を同時並行的に達成する「包括戦略」

に取り組むことで、地域の本格的な体力強化を実現すべきであります。 

最初に「地域産業を担う『経営人材』の循環」であります。 

第１に、地域産業の活性化には、経営や財務スキルをもった「経営人材」が企

業の現場で参画することが不可欠であります。その点で、限られた地域内での人

材循環だけでなく、大企業から中小企業へ、という大きな流れをつくり出す必要
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があります。このため、対象は地域の中堅・中小企業だけでなくて、ベンチャー

企業、さらには３セク・公社等とし、サービス業、流通業、建設業、食品加工業

など幅広い産業をカバーする必要があります。また、各企業の従業員の能力形成

のために、「成長力底上げ戦略」において推進される「ジョブ・カード」と連携を

する必要があります。 

第２は、こうした取組みに当たっては、地域産業の企業の人材・資金・事業構

築を一体的に対象とすることが必要であり、産業再生に大きな成果をあげました

「産業再生機構」の成果やノウハウを十分に活かし、有能な民間人の事業再構築

の現場への参画を図ること、さらには、「地域再生計画」の活用及び「成長力底上

げ戦略」との有機的な連携を図って、成長力加速プログラムとして相乗効果をあ

げることが重要であります。 

２つ目は、「地方自治体の強化・スリム化」であります。 

地域の活性化のためには、個性がより一層重視される時代となっております。

地域再生に向けて、自治体は自らの企画力の向上に努め、地域経済基盤の強化を

図るべきであります。併せて、地域経済の重石となるようなことがないよう、コ

スト意識を徹底し、特に地方公営企業など自治体経営のスリム化・効率化を進め

て、身軽で機動的な自治体とならねばなりません。その観点から、下記の取組み

が必要であると思います。 

地方自治体の資産債務とキャッシュフローについて、公会計の整備を促進し、

国に準じた取組を行う。また、地方自治体本体と公社、３セク等を分けて、本格

的な自治体経営の再生を行い、公社、３セク等については、市場評価に基づく徹

底した査定(デュー・デリジェンス)を行う。自治体本体についても、まずは新規

債務から債務調整ルールを導入することについて引き続き検討を行う必要があり

ます。 

３つ目は「地域金融機関の収益基盤の強化」であります。 

これまでのリレーションシップバンキングの取組を踏まえて、地域密着型金融

のビジネスモデルを構築し、さらに自らの収益基盤を強化する新たなプランや目

標を策定すべきであります。第１に、事業再生、創業・新事業支援など、中小企

業の様々なステージに合わせた審査・支援を行うこと。第２に、地域を再構築す

るコンサルティング機能を強化し、多様なサービスを提供すること。第３に、地

方財政に対しては、規律づけの役割を果たすこと。以上の３つであります。 

私からは以上です。 

（大田議員）  渡辺臨時議員は、何か担当大臣として御発言はありますでしょうか。 

（渡辺臨時議員） 「地域活性化応援隊」を組織いたしまして、既に熊本、宮城、青

森で展開をいたしております。私もつい先日、青森へ行ってまいりました。非常

に多くの方々に来ていただきまして、相談者では25件の相談がありました。自治

体が３、商工会６、ＮＰＯ等が９、企業４、個人３と非常にバラエティに富んだ

相談者が来られました。この応援隊の結果、課題や悩みについて、「理解できた」

という比率が82％、やる度にこの比率が上がっております。やはり「意欲がない」、
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「創意工夫がない」、「自信がない」、ないない尽くしの地方にいかに意欲に持って

もらい、創意工夫を発揮し、自信を持たせるか、これが勝負なのですね。キーワ

ードとしては、「一点突破、全面展開」というところでございます。要するに、こ

ういうメッセージが大事なのですよ。 

   例えば、今や古典的な例になってしまいましたが、お手元の資料の３ページに、

滋賀県長浜市に黒壁というのがございます。20年ぐらい前は、通行人４人と犬１

匹しか歩いていない、この通りで何に着目したか。そうだ、ここには埋もれた宝

物の黒壁銀行があったなと、これに気がついたのですね。この「一点突破」から

景観を変えていく。景観振興が今度は観光振興につながっていくわけです。そし

て観光客が来るとお土産がほしい。長浜には、昔、羽柴秀吉のお城があった、ポ

ルトガルの宣教師が来てステンドグラスを残していったじゃないかということで

ガラス工房をつくったのですね。そうしたら、これがまたバカ売れした。これが

「全面展開」のプロセスでございます。 

したがって、こういうメッセージを発しながらやっていく、私流にいきますと、

「地域活性化の道は近くにありますよ」ということでございます。 

（大田議員）  ありがとうございます。それでは、菅議員お願いいたします。 

（菅議員） 資料「地域経済の成長力向上について」を出させていただきました。 

   １ページ目でありますけれども、地方には、それぞれ特徴があって魅力がある

はずだということで、特徴を生かす意味でそうしたまちづくりを応援しようと、

「頑張る地方応援プログラム」をつくりました。47都道府県に、私、副大臣、政

務官が出向いて「頑張る地方応援懇談会」を開催しており、６月いっぱいまでで

全部これを終わる予定であります。 

   地域に行って感じますことは、今、渡辺臨時議員が言われましたけれども、ま

た、丹羽議員のご説明にもありましたけれども、やはり人材なのですね。行政の

首長とか町長がすばらしい人間か、スカウトしてきた人間か、それによって町が

全然違う、実はこのことを痛切に感じています。 

   「２ 企業誘致の支援」。企業を誘致して税収を上げると交付税が減るという、

いろんなところが言われました。こうしたことについて、甘利議員と連携をしな

がら、特別交付税で手当をしていきたい、こう思っています。 

「３ ブロードバンド整備・利活用の支援」。地方に行きますと、携帯電話の通

じないところはお嫁さんも来ないとか、ブロードバンドがないと企業が来ない、

ということを実はよく言われまして、これには全力で取り組んでおります。 

「４ 地域の中小企業の事業展開の支援」。総務省のベンチャー・ファンド形成

事業と中小企業基盤整備機構の地域中小応援ファンドの連携によって、地域の中

小企業を支援していきたいと思っています。 

「５ 地域資源の掘り起こしの促進」。地場産品の発掘・ブランド化、これにつ

いても支援をさせていただいています。 

２ページ目を開いていただきたいのですが、民間議員ペーパーの中にありまし

たけれども、「地方公共団体の財政規律の確保と資産・債務改革について」であり
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ます。 

まず、「自己規律による財政の健全化の促進」。夕張の破産に見られるように、

地方の第三セクターを含めた財政情報というのは全く表に出ておりません。昨年、

大田議員に座長をしていただきまして、竹中大臣のときに、地方の財政再建のた

めの指標は全部出すべきだ、ということで50年ぶりでありますけれども、再生法

案を今度の国会に提出させていただいています。それは第三セクター、公社も含

めて全部指標を出すことによって、一定の水準、危険地帯に入りますと、そこで

イエローカードを出す、それから外部監査を導入などの仕組みをつくって、夕張

のようにならないようにしたいと思っております。 

さらに、「資産・債務改革の推進と情報開示の徹底」。公会計の整備を今行って

おりますけれども、これを前倒しで、あと１年後ぐらいに全部やらせたいという

ことで今取り組んでおります。 

そして、「分権改革の進展と併せた債務調整の検討」。債務調整におきましては、

これも大田議員が座長のときに御指摘をいただいたわけでありまして、「債務調整

等に関する調査研究会」を今開いておりまして、第三セクターに係る債務問題に

ついて検討をいたしております。これを丹羽委員長の下の分権改革の中に、これ

をある程度方向性を出された中で、そこに委ねて検討していただきたいと、こう

思っています。 

以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。では、甘利議員、お願いいたします。 

（甘利議員） 渡辺臨時議員、菅議員から言及がありましたが、今国会に地域振興の

法案を３本提出しております。いずれも６省庁連携ないし８省庁連携で、今参議

院まで審議が移りました。 

１つは、地域資源。先ほどの黒壁も文化的な遺産でありますし、あるいは地域

のものづくりの技術とか、歴史的な景観、文化遺産、農林水産品、これらは全て

地域資源である。これを活用した企業おこし、産業おこし、地域おこし政策を、

今国会に提出をしております。 

それから、菅議員からも言及がありました企業立地の新しいスキーム、県が自

分のところの強みを生かしたプラン、マニフェストをつくって、マニフェストで

誘致合戦をするという新しい仕組み、ワンストップサービスで全部処理ができる

ような行政手続、許認可というものも一体とした法案を出しております。 

提出資料は、産業再生機構は成果を挙げて解散をいたしましたが、その地方版

の中小企業再生支援協議会が今もあります。１万件くらい相談を受けて、1,200件

ぐらいプランをつくりました。相当な成果を挙げております。中央の産業再生機

構は解散しましたが、各地にある地方版の中小企業再生支援協議会は延長をして

強化をすることに、今国会に提出してあります法案の中で手当をいたしました。

地方に展開している協議会を中央でとりまとめる全国組織を設置いたしました。

再生人材を地方に展開するためのネットワークをつくったわけであります。それ

から、2,000億で設定した再生ファンドの活用と地方でのファンド創設の推進など、
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機能強化を図っております。 

今後、今説明をしましたように、地方組織をとりまとめる全国組織の事務局を

つくりましたので、それを中心とする地域中小企業再生支援ネットワークを構築

しまして、かつての産業再生機構と同様の機能を各地域で実現をしてまいります。 

２ページ目でありますが、人材についてであります。2007年問題と言われる団

塊の世代の大量退職が始まりつつあります。そのリタイヤ団塊世代の再活用戦略

といいますか、その技術やノウハウを地域で活用することが重要であります。商

工会議所を核に産業界、ＮＰＯ等が連携をしまして、人材の活躍の舞台を、民間

議員からも御説明がありました「大企業から中小企業」へ、それから「大都市か

ら地方へ」、「海外から国内へ」と変える３つの潮流をつくり出すべく、「新現役チ

ャレンジプラン」、分かりやすく言いますとリタイヤ団塊世代再活用プラン、これ

を創設いたします。 

ここには書けませんでしたけれども、技術を持っている団塊の世代が、海外か

ら人材ハンティングをされまして技術流失の問題もあります。国内できちんと受

け皿をつくって、地域、それから中小企業の発展に役立ってもらいたいという思

いもあるわけであります。 

以上です。 

（大田議員）  ありがとうございます。山本臨時議員、御発言をお願いします。 

（山本臨時議員） 発言をお許しいただきたいと思います。金融庁では、これまで地

域金融機関に対しまして、中小企業の再生と地域経済の活性化並びに金融機関自

身の財務の健全性を確保するための地域密着型金融、いわゆるリレバンを推進し

てまいりました。この観点からしますと、金融庁としても諸手を挙げて、民間議

員ペーパーの考え方に御賛同申し上げたいと思っております。 

次に申し上げたいことは、リレバンの特徴であり、限界ということを申し上げ

たいと思います。リレーションシップバンキングというのは、地域、中小を対象

としたものでございまして、非常にゆっくり・じっくりというのがコンセプトで

ございます。その意味におきまして、スピード感ある解決のためには、何か別な

手法が要るのではないかというように思っております。その考え方の１つとしま

して、为要行を対象とした金融再生プログラムが平成14年10月に策定され、平成

14年３月期には、为要行の不良債権比率は8.4％であったのに対し、平成18年９月

期では1.5％となった。ここまで早く片づくことができましたのは、いわゆる公的

資金の使用だとか、あるいは国の機関の活用があったことが大きい。現在、信用

組合におきます不良債権比率は10.7％でございます。ということは、金融再生プ

ログラムを始めたときの为要行の比率よりまだ高い水準にあるということでござ

います。この意味におきましては、我々はもうじっくり・ゆっくりではなく、ス

ピード感と規模でもってここを解決しなければならないと思っております。 

そのモデルとなりますのが、この３月に終了いたしました株式会社産業再生機

構ではないかというように思います。投下貸金は9,763億円、うち債権買取りに

5,305億円、出融資に4,458億円でございまして、こうした１兆円近い規模のお金
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が無駄になったかというと、その逆でございまして、剰余金が400億円得られまし

た。ということは、規模の大きなお金を41案件に出して、一つ10億円ずつ収益が

挙がったという考え方ができます。 

これをもう一つトレースしてみますと、不良債権処理に大きく貢献しておりま

して、不良債権は2.5兆円減尐した。全国の銀行の不良債権額の３割をここで片づ

けた。平均して１年半で再生ができており、迅速な処理ができた。それから地場

企業から大企業まで幅広い企業に対しまして、債務の株式化、あるいは新規上場、

ＩＰＯなど、新しい手法を活用してやることができたことを考えてみますと、む

しろ、このモデルを大企業だけではなく、信用組合などが扱っている不良債権に

も、このモデルを投入することによっておもしろい試みが地域でできてくるので

はないかと思っております。 

国民には、産業再生機構や住専問題など大きなところ、中央政府に近いところ

にはお金を出すが、地域にはお金を出さないという印象が残りました。その意味

におきましては、今がチャンスだろうと思います。ツーリトル・ツーレイトでは

なくて、スピード感と規模でもって、中小企業、地域経済に当たる必要があると

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、自由に御討議をお願いいたします。八

代議員。 

（八代議員） ただいま、山本臨時議員からは、民間議員ペーパーについて強力な賛

同のお言葉をいただきましてありがとうございました。甘利議員からは特にコメ

ントがございませんでしたが、民間議員ペーパーでは包括戦略ということを強調

しておりまして、やはり地域産業を担う経営人材を強力につくり出していく必要

があるのではないか。その意味で、人材や資金を一体的に運営するということや、

必ずしも中小企業だけではなくて中堅企業、公社、三セク、公益法人等もやはり

対象とした包括戦略が要るのではないか。そのときには厳密なデュー・デリが必

要であり、その費用を負担するような機関も要るのではないか。ですから、もう

尐し包括的な形で地域経済の成長力向上に向けた仕組みが必要ではないかという

のが民間議員ペーパーでございますが、これについていかがでございましょうか。 

（甘利議員） 資料「地域経済力の向上について」の１枚目をご覧いただきたい。「中

小企業再生支援協議会」は従来からあるあるもので、都道府県ごとにあるという

ことです。これも機能は大分果たしてきたのですが、これらのネットワークをす

る全国組織をつくります。中央事務局本部があり、都道府県ごとに支部があると

いう形にいたします。これに出資・債権買取りで再生ファンドがあり、ここに中

小機構から2,000億の枠をとっております。 

それからデュー・デリにお金かかかるという指摘については、たしか産業再生

機構は5～600億かかっていたのではないですか。正確に１件１件やるとものすご

く金がかかるのですね。その費用をきちんと補てんをするならば、もちろんデュ

ー・デリと出資・債権買取りのバランスが必要です。それに見合っただけのキャ



 
平成 19年第９回 議事録 

 

 23 

パを設定しなければならないと思いますが、この両方をちゃんとやっていけば、

今出している法案の中で一通りの役割が果たせるのではないかなと考えておりま

す。 

（大田議員）  では、丹羽議員、伊藤議員。 

（丹羽議員） 山本臨時議員が言われたたように、地方は不良資産がこびりついてい

るのですね。自らではそのこびりついた不良資産を解決することができないので

すね。現在まで十数年こびりついていて、自分から改革というのは非常に難しい

状況にあるのですね。手が出しようがないということで、信組や地域の銀行は大

変に困っておられると思うのです。そこで、中小や三セクなどにこびりついた不

良資産をどのように再生するかということが鍵になりますけれども、自ら解決で

きない人々がやっておりますので、新しい血を入れた現役バリバリの若手を投入

していく必要があるだろうと。 

   実を申しますと、今、コンサル会社の求人、就職希望者が非常に多いのですね。

アメリカでいいますと、ハーバードやＭＢＡで一番人気があるのはヘッジファン

ドの会社なのですよ。証券やＩＴではなく、そういうところに世界的なトレンド

があるのですが、日本でもコンサル会社は聞くところではかなりの引き抜き合戦

や人材の応募が多いですね。大体20倍とか30倍ぐらいになっているそうです。 

そういう状況でありますから、地域の産業再生機構みたいなものをつくり、そ

こに若手の経営者の人材を入れていく。そういう人がこびりついた不良債権の再

生改革に乗り出して、改革をした後、それをまた民間に流していく。再生機構は

結局、収支は十分プラスであがっているのですね。そういう形にして、現在、不

良化しているものを再生・再興して地域の活性化につなげていくことが、私は大

変に大事なテーマになるのではないかと思っているのです。 

（大田議員）  伊藤議員。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパーの中で２ページ目の上のほうで、「自治体は自らの企

画力の向上を努め」という言葉が入っていますけれども、基本的には、自治体が

正しい判断を下していくことが重要だと思うのです。ほかのところはそれをサポ

ートするメカニズムがあるが、やはり企画力が一番重要だと思う。倶知安の例が

取り上げられておりましたけれども、これも外資を取り入れて、それをウェルカ

ムするという一つの取組だったと思います。 

   ガラス工房の話もありましたけれども、もっと古い例では小樽がある。かつて

商業都市で貿易もやっていたところで漁業も盛んであった。ところが産業構造が

変わって廃れてきたときに運河をどうするか。埋め立てて道路にすればよいでは

ないかという話もあったが、道路を半分にして、あとの半分は運河として残そう

ということで、全く空だった倉庫を全部お土産物屋やレストランなどにして、一

大観光都市に生まれ変わったわけです。それは企画力の問題であったと。夕張は

同じように観光を目指したのだけれども、残念ながらどこかで債務がたまってい

った。そういった考える力というのは非常に重要で、どこまで国としてそれに関

与していくか。あんまり関与し過ぎてもいけないし、全く手放しでもいけない。
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その辺のさじ加減は非常に難しいと思います。 

人材発掘の話がありましたけれども、前回の民間議員ペーパーで大学・大学院

改革の中で、地方大学の一つの生き方として地域密着系があるのではないかとい

うお話をした。時間がなくて詳しくはお話ししませんでしたけれども、やはり地

域の中でどういった産業が必要なのか、あるいはどういった人材をつくるかとい

うとき、地方大学の役割というのは非常に大きいと思うのです。したがって、一

律にすべての学部をそろえようというよりは、その地域に何が必要なのか、どう

いった人材が必要なのか、これを輩出してやろうと大学が進化していくことは非

常に重要だと思います。したがって、地域で人材をつくるとすれば、大学が大き

な役割を果たすべきだと思います。 

最後の１点ですけれども、民間議員ペーパー２ページ目のスリム化の最後の点

について、デュー・デリジェンスも重要なわけですけれども、「市場評価に基づく」

という言葉が入っている。金利など、市場による評価、投資家がどう見ているか

が非常に重要だと思うのです。すべて債務は保障されていると投資家が考えてし

まうと、そこでプライシングメカニズムが働かないので、ある程度投資家もリス

クを負っているという状況をつくり出すことが必要。これが地方債か、务後債か、

あるいは銀行貸し出しでもある程度債務調整があり得べしといったものをつくり

出す、メカニズムをつくり出す、詳しいところは地方分権改革推進委員会などで

検討していただくことにして、とにかく債務調査があるかもしれないという緊張

感があることで初めてマーケットが評価を下す。価格の情報、スプレッドの情報

を評価に使うことができる状況をつくることが非常に重要だと思います。 

（大田議員）  よろしいでしょうか。 

   地域に対して、総合的な取組が必要だということ、特に人材が鍵だという点は

意見が一致していたと思います。こうした考え方を「成長力加速プログラム」や

「骨太2007」に向けて検討を進めていきたいと思います。 

   企業と自治体と金融機関、この３つを一緒にして、ヒト、モノ、カネという包

括的・集中的な枠組みについては、今日の議論も踏まえて、民間議員にはまた具

体的に御提案をお願いしたいと思います。 

総理から何か。 

（安倍議長） 私も総理に就任して以来、何か所か地方を回ってきました。地方が我々

に求めているのは、格差があって大変だねということではなくて、やはり今我々

は何ができるか、そして地方の人たちも含めて何をすべきかということを語って

もらいたいということなのだろうと、このように思います。 

地域の活力なくして、国の活力がないというのが、私の内閣の基本的な姿勢で

あります。先ほど渡辺臨時議員の話にあったように、地域活性化の応援隊、また

伝道師、そういう人たちを出していくというのは、今までにはない取組である。

大体、霞ヶ関にみんな座って待っていたが、出かけていって指導していくし、知

恵も出していく、一緒に考えていく。これはやはり非常に重要な点であり、役所

の縦割りを排していく。相談窓口のワンストップ化もそうだが、地方が相談する
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ときに、これはどこの省かということを考えるのは大変ですし、つまり各省が出

先的に支援をしていくということではなく、その地域を活性化するにはどういう

アイディアが必要かということが、まずありきでなければならないと思います。 

地域の活力を高めるために、政府全体の取組を結集して、ここで集中的に地方

の成長力を強化する必要があると思います。役所の縦割りを超えて、政府全体と

して地域の成長力のための取組を強力に進めていただきたいと思いますので、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、以前から対日直接投資が尐ない原因につき、私の方でも調べたいとい

うことを申し上げておりました。内閣府から対日直接投資の課題について、簡単

に御説明させていただきます。 

（高橋内閣府政策統括官） ペーパーの説明に入る前に一言だけ申し上げますと、御

案内のとおり、現在、対日直接投資加速プログラムが進行中でございます。2006

年の投資の残高ＧＤＰ比約2.5％、これを2010年までに倍増することを目標として

おります。この点、今年５月に導入される三角合併は海外からも投資の障害を除

去するものとして評価されているわけでございます。 

ペーパーの説明に入らせていただきます。在日米国商工会議所はじめ、海外か

らの対日直接投資に関連する要望を見てみますと、外資に対する固有の規制の是

正を求めるというよりは、諸外国対比で遅れている国内の事業環境の整備を求め

る声が挙がっております。 

要望から具体的に浮かび上がってくる共通点が４分野ございます。医療分野、

空港・港湾、金融資本市場、それから外国人の受入れの問題でございます。 

医療について申し上げますと、医薬品審査官の絶対数の不足や、新薬の審査期

間の問題。空港・港湾につきましては、寄港料金の高さや、コストサービス面で

の立ち遅れ。国際的な金融資本市場に関しましては、日本特有の法規制や商慣行、

東京市場の取引所の地位の低下について指摘されています。それから外国人につ

いては、外国で取得された資格や学位が日本で評価されず、結果的に入国できな

かったり働けないということになっております。 

そこで分野別の課題として浮かび上がってくる。医療につきましては、医療機

器、医薬品の承認の迅速化、治験の迅速化ということがございます。空港・港湾

につきましては、まさにコストの引き下げに尽きるのではないかと思います。金

融資本市場の強化については、銀行、証券の分離をどうするか、あるいは高度人

材の育成などということでございます。外国人の問題は、外国で資格を得た人た

ちをどう日本で評価するかということに尽きるのではないかと思います。 

くどくど申し上げましたけれども、実はこの「各分野の課題」は、今年になっ

て諮問会議で取り上げてきた、あるいは今後取り上げるべき課題でございまして、

まさにこうした分野こそ海外から言われるまでもなく、実は日本経済の活性化を

阻んでいる岩盤でございます。ここを崩さない限りは対日直接投資の障害が残り

ますので、投資が入ってこなくて、日本の産業の生産性の引き上げもできず、日
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本経済自体の成長力の強化もできないということでございます。対日直接投資に

かかる要望というのは、まさに日本経済活性化ための鏡ということでごらんいた

だくべきではないかということを申し上げて、私から報告させていただきました。 

以上でございます。 

（大田議員）  よろしいでしょうか。ではどうぞ。 

（山本臨時議員） 関連して、金融資本市場の強化の「金融グループの地域本社誘致」

ということに関して、体験したことを尐し発表させていただきます。1990年に株

式市場への外国企業の参入というのが東京証券取引所では125ございました。ニュ

ーヨーク証券取引所は96で、東京は勝っておりました。５年経つとニューヨーク

が247、東京が77で負けました。現在はニューヨークが452、東京が28しかござい

ません。ここに来てやや外国企業がまた日本に戻ろうとしているわけでございま

す。具体的に私のところにファンドのＣＥＯ等が来られて、日本に来たいとおっ

しゃっておられます。そのとき、いわばお願いみたいなことがあり、ゾーニング

みたいなことをしてくれないかと。どうしてそんなことを言うのかよくわからな

かったのですが、欧米の人は、ダウンタウンだとか住宅地域だとかゾーンで考え

るようでございます。そこで、ロンドンのカナリー・ワーフのようなゾーンみた

いなものがあると、我々は来るのが非常に容易であるというようなことを言われ

たことが何度もございます。 

そこで、金融行政と都市再生施策の協力と連携、官民と一体となった取組、そ

して都市再生本部と連携を強化していくということが大事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）  いわゆる特区？ 

（山本臨時議員） 特区ではなくて、まさに……。 

（大田議員）  用途規制みたいなもの。 

（山本臨時議員） 特区というのは、１国２制度で都道府県みたいな感じになるけれ

ども、やはり国の本来施策として、金融機能強化でここを強化するという、容積

率だとかゾーニングだとかいう形で、例えば東京の千代田、港、中央３区などに

金融機関が進出したら非常に効果的なビジネスができるというような、政府とし

てのメッセージが要るだろうと思っております。 

（大田議員）  海外から要望の強いもので岩盤のように残っているものを見ていくと、

まさに私たちが国内問題として取り組んできたことであり、成長力加速プログラ

ムの中に入れようとしていることが大半を占めます。こういう結果を踏まえて、

成長力加速プログラムを25日に向けて取りまとめていきたいと思います。 

   今日は長時間にわたりまして、諮問会議の御出席ありがとうございました。こ

れで終わります。 

（以 上） 


