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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 5 月 28日(月) 18:06～18:55 

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 

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 

                                地方分権改革推進委員会委員長 

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   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（公務員制度改革） 

                 地域活性化担当大臣 

 

（議事次第）  

1.開会 

2.議事 

（１）地域経済の成長力向上について 

（２）公務員制度改革について 

（３）「基本方針 2007」に向けて 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 「地域力再生機構（仮称）」の創設について（有識者議員提出資料） 

○ 地域産業の再生について（渡辺臨時議員提出資料） 

○ 公務員制度の更なる改革への論点（有識者議員提出資料） 

○ 基本方針 2007骨子案 
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（配付資料） 

○ 経済成長戦略大網のローリング・改定について（甘利議員提出資料） 

○ 経済成長戦略大網（改定案） 

○ 経済成長戦略大網 工程表（改定案） 

 

 

 

 (本文) 

○ 議事の紹介 

 

○ 地域経済の成長力向上について 

（大田議員） 会議に入ります前に、一言申し上げます。本日午後２時に、松岡農林

水産大臣がお亡くなりになりました。大変悲しいことですが、心から御冥福をお

祈り申し上げたいと思います。 

   それでは、ただいまから、今年15回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

   本日の議題ですが「地域経済の成長力向上について」。 

   「公務員制度改革について」。 

   「基本方針2007」の骨子案をお示しします。 

   その後、経済成長戦略大綱を御報告いただきます。 

   まず「地域経済の成長力向上について」。時間が限られておりますので、御説明

はなるべく短くお願いいたします。 

   有識者議員から、お願いします。 

（丹羽議員） 「『地域力再生機構（仮称）』の創設について」、私から説明をいたしま

す。 

   地域経済の再生を図り、成長力を強化する。そのために地域の企業、地域金融

機関、自治体が一体となった“包括戦略”が必要であることを４月20日に御説明

いたしました。そのスキームとして、「地域力再生機構（仮称）」の創設を提案し

たい。政府で更に具体的な設計をお願いしたいと思います。 

 再生機構の仕組みについて。趣旨は地域経済の成長力強化のために地域の企業、

地域の金融機関、自治体を含む一体的な再生・強化を支援する「地域力再生機構」

を創設するというものであります。 

 ポイントは幾つもございまして、第1は「地域経済の成長力の包括的再生を目指

す」。主として、地域の中規模企業の再生及び「面的な再生」を目的とするもので

あります。産業再生機構の実績を活かしつつ、地域金融機関及び地方自治体との

連携・協働を重視するとともに、「地域再生計画」等を活用する。 

 第２は「『経営人材』に重点を置いた『経営参画型』の支援を行う」ということ

であります。経営相談だけではなくて、地域の企業の本格再生・成長の制約要因

となっております「経営人材」の紹介・派遣に重点を置きつつ、民間ファンドと

連携しながら必要な資金を機構自らが供給する。こうした経営に直接参画する形
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態を含めた支援により、本格的な再生を実現するものであります。 

 第３は「民間活力を最大限活用するスキームとする」。機構の支援は、地域再生

ファンド等の民間ファンドが支援する案件を対象とした、機構と民間サイドの協

調支援を重視するものであります。機構の業務は出来る限り民間にアウトソーシ

ングをする。 

   第４は「独立性・中立性を確保する」。産業再生機構と同様に、独立性・中立性

の高い組織とするもので、収支が明確となり、構成メンバーの中核を担う民間専

門家が腕を振るいやすい組織形態とするとともに、主務官庁が全面的にバックア

ップする体制を取るものであります。 

 第５は「時限措置とし、市場創造型の支援を行う」というものであります。地

域経済が５年程度で離陸できるよう集中的に人材・資金を投入し、機構は５年後

に廃止をする。その間、民間のファンド、事業再生ビジネス、人材ビジネスを最

大限活用・育成し、現時点ではそれらの民間ビジネスでは担い切れていない部分

を主に担うことで、市場創造を促進するものであります。 

 私からは、以上であります。 

（大田議員） ありがとうございます。 

 では、渡辺大臣からお願いいたします。 

（渡辺臨時議員） 民間議員から、大変すばらしい提案をいただきました。 

 資料の１ページ目。地域産業は依然として続く供給過剰構造の中で疲弊をして

おります。地域経済は相変わらずデフレギャップがあると私は考えております。

この需給のミスマッチを解消することによって、新たな成長のスタートを切るべ

きだと考えます。建設、小売、交通、ホテル・旅館、再開発事業、病院、学校、

三セクなど、地域だけの取組みだけでは解決できない高度の支援が必要でありま

す。「面的な再生」というコンセプトを含めた、地域での産業再生が必要です。 

   ２ページ目。地域での産業再生を進める際に、産業再生機構の教訓を活かすこ

とが大事です。真の「再生のプロ」という人材を活用する必要があります。次に、

「公正中立な第三者機関」が必要です。銀行との利益相反の防止を徹底する。政

治家、官僚の介入の完全排除を行う。この点は再生機構においても完全ではあり

ませんでした。最後の頃は混乱もあったと思います。地方では、こうした教訓も

大事だと思います。以上の措置を通じて、「ずさんな再生計画」による先送り・塩

漬け、「安易な支援措置」は徹底して排除をすべきだと思います。 

 ３ページ目。地域産業再生のスキームについてであります。中堅企業や「面的

再生」も対象とする総合再生機関が必要であります。特に個別企業の再生支援だ

けではなく、地域の産業構造改革とセットになった「面的再生」に挑戦すること

が重要であります。次に制度設計に際して、先ほどの産業再生機構の教訓を活か

すことは不可欠であります。また持たせるべき機能は、地域の現場でのニーズを

踏まえて十分に検討する必要があります。ファンド機能は原則として持たずに、

民間ファンドと連携すればいいのではないでしょうか。 

 以上でございます。 
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（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。 

（甘利議員） 地域における事業再生の促進は、当然でありますが重要な政策課題で

あります。先ほど来、産業再生機構がよく頑張ったという話がありますが、実は

産業再生機構と二本柱で、地域の中小企業再生支援協議会が頑張ってきたわけで

あります。産業再生機構は主に大所を担当する。地域の中小企業関係を再生支援

協議会でやってきたわけですね。案件の実績でいいますと、産業再生機構は41件。

協議会の方は1,800件の再生計画を策定しまして、プランの既実行は1,400案件、

残り400案件は、今、実施に向けて促進中であります。この結果、協議会において

９万人の雇用を確保しました。再生機構との違いは、産業再生機構はどちらかと

いうと外科療法ですが、中小企業の、地域協議会は内科療法型なのです。その方

が中小企業の再生に合っている。それで実績を上げてきたわけです。 

 産業再生機構が解散をして、それに代わる新しい仕組みとして「地域力再生機

構」の提案がありましたが、従来からやってきた地域の中小企業再生支援協議会

は、パワーアップをすることが今国会で決まったわけです。47都道府県の中央組

織をつくって、ネットワーク化を図り、再生人材の供給とデューデリジェンスの

支援も中心に機能強化に取り組むことになっています。民間のファンドとも連携

することも決まっている。これで、あと何が足りないのかを、まず先に議論する

ことが大事だと思います。先に組織をつくって後から考えるということでなく、

地域の中小企業再生支援協議会のパワーアップ版でどこが担当できないかを精査

して、それを担当する最小限の組織とは何かということから考えていくことが大

事ではないかと思います。 

 外科療法と内科療法と言いましたけれども、中小企業は首切り型だとなかなか

相談に寄ってきてくれない。中小企業は人間関係で成り立っている部分もありま

すので、内科療法型が効果を上げてきたわけです。さらしものになった時点で中

小企業は信用を失うという部分を慎重に判断しなければならない。それで、協議

会は1,800案件、相談件数は１万件ですから、相談しやすい組織にする。内科療法

と言いましたけれども、患者のプライバシーを守りながらインフォームド・コン

セントを図るというスタイルが極めて実績を上げてきたのだと思います。これが

パワーアップするわけであります。それで何が足りないのかをよく精査してもら

って組織論に入っていただくのが重要と思っております。 

 以上です。 

（大田議員） 八代議員、どうぞ。 

（八代議員） 先ほど、渡辺臨時議員の方から産業再生機構の教訓としで、特に利益

相反の防止を徹底すべきとおっしゃった。今、甘利議員は、何が協議会では足ら

ないのかと言われたが、私は最大の問題はやはりここにある。今の中小企業再生

支援協議会は地銀からの出向者が多いが、これは産業再生機構ではなかったこと

です。つまり地銀からの出向者の利益からすると、再生計画を作りますと県の信

用保証協会が保証しますので、それだけ地銀の負担が減るという非常に明確な構
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図がある。その意味で、地銀が不良債権の塩漬けの手段として、協議会を使うと

いうことが十分あり得るのではないか。再生機構ではこういう出向者は一切入れ

なかったわけです。この問題を解決しないと、幾ら相談件数が上がっても意味が

ないですね。 

（甘利議員） 実績件数も上がっています。 

（八代議員） 実績件数が上がったとしても、県の隠れた財政負担が増えるだけで、

結局それは病気の治療ではなくて、患者に麻酔を打って病気のまま放置すること

になる危険性もある。やはりここは病気を治して元気にするお医者さんが必要な

のではないか。具体例を挙げますと、産業再生機構ではすべての案件で債権放棄

があったが、この支援協議会では債権放棄を伴う案件は２割に満たないと聞いて

おります。関係者に痛みを伴う債権放棄なしで本当に再生できるのか。また、内

閣府が行った実態に関するヒアリング調査によれば、各県の支援協議会は２～３

名の常駐専門家しかおらず、人手不足である。商工会議所がボランティアに近い

形で運営しているようなことも聞いております。渡辺臨時議員が心配されており

ますような、政治や行政による介入を排除する仕組みがどこまでできているのか。 

 勿論、対象も違いますし、協議会は今後とも重要な役割を果たすと思いますが、

これがあるから地域力再生機構が最小限でいいということにはならない。お互い

に協力してやっていくことが大事ではないかと考えております。 

（大田議員） どうぞ。 

（甘利議員） 再生機構の再生案件の件数と再生支援協議会とではけたが違うのです。

1,800件と41件の違いがある。現実に実績が上がって、うまくいっているのです。

地域の中小企業再生にとって大事なのはリレーションシップバンキングの機能。

リレバンは相談しながらやっていく。乗り込んで、さらして、首を取って変えて

いくのは大企業にはよく通じる型かもしれませんが、中小企業には同じ手法はう

まくいかないのです。 

私が言っているのは、中小企業再生支援協議会が機能していないならともかく、

立派に成績を上げて、1,400案件を再生させて９万人の雇用をつくった。けた違い

の件数なのです。要するに、首を取りますというと中小企業は相談に来なくなっ

てしまうのです。だから患者の秘密は守りますけれども、きちんと意思疎通をし

てやるべきことはやってください、というリレバン方式でないと、中小企業の場

合、尐なくとも人間関係が崩壊したら信用も崩壊するということになりかねませ

ん。これで賄えない部分を洗い出していただいて、それに対してどうするかを考

えるのが道筋ではないかということを申し上げているのであります。 

（大田議員） 丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 我々も地域の中小企業の支援を民間としてやっており、甘利議員のお

っしゃることも私もよくわかります。地域経済の底上げをするために一番大事な

ことは、地域の資金の円滑な循環。資金循環が滞っている部分がありまして、特

に現在、根雪のごとく不良資産がまだ残っている。主要行は1.8％ぐらいで別とし

ても、信用金庫は7.1％、信用組合は10.7％ぐらいとまだまだ残っているわけであ
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ります。 

中小企業再生支援協議会は経営相談とのことでありますけれども、この地域力

再生機構は経営参加型の支援ということ。経営人材につきましてもかなりの知識

を持った人間を送り込む必要がある。今回提案の再生機構は、中小企業も御相談

を受ければ当然のことながら対象になるわけでありますが、売上げ20億円程度の

中規模以上の企業を主に中心とする。特に経営人材の確保、民間の力の利用を通

じて中規模以上の企業の再生を目指すことであります。 

   先ほど、八代議員からも話がありましたように、不良債権化した企業をどのよ

うにして痛みを伴った形で再生していくかが非常に重要。これを実効あるものに

するためには関係府省の協力、特に金融庁や経産省、総務省、国税庁等の協力を

いただいてやる必要があるだろうと思います。中小企業再生支援協議会とは全面

的に連携・協力することで、我々の申し上げている地域力再生機構も十分機能し

ていくであろう。決して対立するものではないというふうに、是非、御理解をお

願いしたいと思います。 

（大田議員） それでは、尾身大臣、菅大臣の順番でお願いします。 

（尾身議員） 一つの案だと思っておりますが、例えば日本政策投資銀行は政府保証

もやめて純粋民間企業になる中で、金融面の民間に対する支援はむしろなくすよ

うな方向にずっと行っているのが大きな流れ。産業再生機構も一応解散した。そ

ういう中で、地域という名前をかぶせて、産業再生機構の復活みたいな感じもち

ょっとあるのです。だから、またある種の組織が肥大化するのではないかという

感じ。 

それから、政府保証まで付けるということは、民間主体でやるという大きな流

れと違ってしまうのではないか。政策投資銀行法案の国会答弁をやっていますけ

れども、政府保証もやらなくするのですと説明していることとこれとが方向性が

違うのではないかと批判を受ける可能性がある。その辺はどのようにプレゼンテ

ーションしていくのかです。新しい組織をつくるためにつくるのではないかとい

う感じがしますので、その辺の批判はないようにしないといけないと思っていま

す。 

（丹羽議員） 私、尾身議員のおっしゃることは我々も十分留意して、基本的には資

金供給機能を中心とした民間ファンドとの協調支援を行うことをやはり目指すべ

きだと思っている。地域再生ファンド等の民間のファンドがございまして、我々

も勿論やっているわけですが、そういうところと協調してやっていくということ

が中心になるかと思います。 

（大田議員） それでは、菅大臣、山本大臣の順番でお願いします。 

（菅議員） 地方ではやはり正直なところ、経済がまだまだというのが実態だと思い

ます。その中で、元気がない一つの大きな原因は、地方自治体がかなり塩漬けし

た土地を持っていたり、あるいは借財をしています。今度の国会で第三セクター

等、公社を含めた健全化法案を提出している。すべて情報公開して、ある意味で

連結決算のようなもの導入する予定です。衆議院は可決したところ。 
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   そういうことを考えたときに、この趣旨、企業、地域金融機関、自治体、ここ

まで包括的な今度の機構の構想は、やはり地方を元気にするためには必要かなと

私自身は思っています。 

 地方公共団体、第三セクターも含めて連携しながらやっていかない。これはな

かなかスピード感が、今、なくなっています。そういう意味では私どもは、第三

セクターはかなりの塩漬けがありますので、そうしたことも含めて連携して対応

していきたいと思います。 

（大田議員） 山本大臣、どうぞ。 

（山本臨時議員） 地域経済が活性化する上においての重荷になっている不良債権処

理は、事業会社にとっても大事ですし、また、金融機関がリスクマネーをリスク

テイクするという意味においても、絶対必要なこと。早く片付けなければならな

い。民間議員の提案の趣旨については賛同でございます。 

 次に、そのときにおける、不良債権という目から見た場合、再生させるよりも

むしろ整理・清算した方がいい分野があるのではないか。それは産業構造が古い

分野で、例えば、不動産業、土木関連業、運輸業への過剰貸付が銀行の足を引っ

張っている例がある。その時に大事なことは、地域雇用を守るという意味におい

て、市町村や都道府県と一体となって、地域経済が一緒になってタスクフォース

をつくり、職業紹介や職業訓練を徹底的にして、労働移動をさせなければならな

いということ。これがまず第一に必要だろうと思います。 

   今度は金融機関の側について。金融危機の場合には色々なことが行えるが、今

は安定期に入っている。その意味において、参考になるかどうかが尐し疑問はあ

りますけれども、アメリカの不良債権処理のツールの中に、全体の16％を片付け

た不良債権の証券化というものがございます。それを見ていきますと、デューデ

リジェンスをやった後、信用補完をするファンドをつくっている。そういうとき

に絶対必要だと思いましたのが投資銀行。アメリカの場合は出資するときに投資

銀行がきちんとした役割を果たしているが、日本では、この投資銀行が育ってお

りませんので、なかなかそこのところが難しいと思います。 

 いずれにしましても、不良債権の簿価以下の売却については、地域銀行としま

しては早目の外科手術に対しては株主利益が害されることになるので、その点に

おける解決方法を提案していただければ、非常に前向きに進んでいくのではない

かと思います。 

（大田議員） どうぞ。 

（丹羽議員） 今の大臣のお話のとおり、機構を設立することによる後ろ向きの対策

に加えて、地域での新しいプロジェクト推進という前向き対策も必要。これは今

年２月に安倍政権として公表されました地域再生プログラムの着実な実行と機構

とを車の両輪として使っていくことが、私は地域の経済活性化のためには不可欠

だと思っております。 

（大田議員） 渡辺大臣、どうぞ。 

（渡辺臨時議員） 先ほど、甘利議員から、何が足りないかとの御指摘がございまし
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たが、中小企業再生支援協議会では、面的再生、需給のミスマッチ解消という大

仕掛けの地域再生が足りないと思います。確かに、リスケなどによって借り手や

貸し手にとって優しい支援は行われてきたと思いますが、残念ながら地域経済が

今なおデフレ下に置かれているという現実を見るときに、やはりもう一歩進んだ

施策が必要だと思います。したがって、こういったことを行うためのスキームと

して今回の御提案があるわけであり、これは、産業再生機構のように買い取って

抱えて出口に行くというやり方でなくとも可能だと思います。したがって、尾身

議員御指摘のような、大きな行政になるのではないかという点は全く御心配はな

かろうと思います。 

 やり方としては、やはり都道府県のレベルで面的再生計画をつくっていただく

ことが必要だと思います。例えば観光再生計画、地域交通再生計画、建設産業再

生計画など、そういった需給のミスマッチ解消策をつくっていただいた上で、貸

し手サイドからいうと債権放棄でございますが、借り手サイドからいえば過剰債

務の圧縮ということになろうかと思います。 

 いずれにしても、地域再生計画、構造改革特区、中心市街地活性化など、地域

活性化に関わるさまざまな施策とリンケージすることによって面的再生は可能と

なるわけであります。これは中小企業再生支援協議会と相反するものでも何でも

ない。より広範なスキームをつくるという点で、是非この施策は進めていくべき

と考えます。 

（大田議員） どうぞ。 

（甘利議員） 誤解があるといけないのですが、私はこの提案に反対しているわけで

はないのです。新しい行政機構をつくるときには、最小のコストで設定しなけれ

ばならないのです。この中小企業再生支援協議会をバージョンアップするという

法律がこの国会で成立をして、それから、民間ファンド機能との連携や人材の拡

充なども全部やるわけです。今までもかなりのことをやってきましたけれども、

足らざるをバージョンアップする。 

それでできないものはどういう案件かを洗い出して、それに見合ったものをつ

くることとしないと、我々が国会答弁するときに説明ができないと。その必要性

の洗い出しをしまして、それに対してどう対応するかを考えてほしい。例えば、

面的といっても、中小企業の場合は、温泉地全体が疲弊していたので、面的再生

に成功した事案と異なり、皆が同じ方向に向かって再生するのではないわけで、

それぞれがみんな競争相手となる。面的にといっても、中小企業の場合は同じ方

向を向いているわけではないから、一個一個、見ていかなければならない。 

だから、面的再生の必要性事案から精査して組織をつくっていかなければなら

ない。まず組織論があるとすると、始めたはいいけれども案件が全然ないので尐

しこちらに回してもらえませんか、ということになったら説明が極めて難しくな

ります。こういうところはこのシステムでは救えないから、ここに対応できるも

のをつくろうという、必要性の具体的な洗い出しをしっかりしてくださいという

要望を申し上げている。 
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（渡辺臨時議員） その点は、産業再生機構がかなりノウハウを蓄積しています。私

ども、栃木県では足利銀行が破綻の憂き目に遭っておりますので、機構の四十数

件のうち、多分半分近くは栃木県の案件ではないでしょうか。たしか21件ぐらい

やっていると思います。まさに地域の中小中堅まであったかと思いますけれども、

そういうレベルのところなのです。ですから、もっとたくさんまとめてやってい

ただければ、まさに面的再生になったのです。それに近い再生は産業再生機構の

方でやっていただけたと思っています。したがって、何が足りなかったかは、ま

さに先ほど申し上げた、産業再生機構の教訓に学べば、自ずと出てくるわけであ

りまして、是非、この構想は前向きに進めていただきたいと思っております。 

（大田議員） ありがとうございました。地域を本格的に活性化させる必要性につい

ては共通していたと思います。なるべく民間を生かしていくということも共通し

ていたように思います。これからの本格的な再生に何が必要かということをじっ

くりと考えて、既にある支援協議会、それがバージョンアップされるのですから、

そことしっかりと連携できて、本格的な再生につながるような制度を、しばらく

私のところに研究会を設置して、制度をしっかりと勉強してみたいと思いますが、

そういうことでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

（大田議員） 総理、お願いします。 

（安倍議長） 私は、今お話を伺っていまして、民間議員提案のような仕組みは必要

だと思いますので、大田議員に調整をしてもらって、ただいま各大臣から承った

御意見等もよく踏まえながら、関係省庁はよく連携をして、構想の具体化を進め

て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。それでは、次の議題に移ります。 

山本大臣は、ここで退席されます。ありがとうございました。 

 渡辺大臣には、引き続き渡辺臨時議員として御参加いただきます。 

 

（山本臨時議員退室） 

 

○ 公務員制度改革について 

（大田議員） 今、公務員制度改革は法案が提出されておりまして、能力実績主義や

再就職規制について、まさに審議の最中であるが、３月29日の閣僚懇談会で、安

倍議長から、それ以外の全体パッケージとしての残りの課題について更に具体化

を進め、６月を目途にとりまとめてほしい、それを骨太方針に盛り込んでほしい、

という御指示がありました。 

   これは、総理の下につくられる有識者会議で議論されることになりますが、本

日は全体パッケージについて民間議員から論点を提示していただき、審議したい

と思います。 
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 まず、渡辺大臣から御発言をお願いします。 

（渡辺臨時議員） 前回、３月27日の諮問会議に公務員制度改革についての検討状況

を御報告して、議論をいただきました。その後、４月25日に最終的に法案を国会

に提出することができました。まずは、法案を成立させていただくことが最大の

課題でございます。 

 その先の課題としては、官民人材交流センターの詳細な制度設計を行います。

官房長官の下に置く有識者懇談会で検討をいただくことになろうかと思います。

パッケージとしての改革についても、安倍議長の下に有識者会議をつくっていた

だき、検討の場を設ける手はずになっております。採用から退職までの公務員の

人事制度全般の課題について、総合的・整合的な検討を進めていただきます。 

 労働基本権の問題については、専門調査会で検討を続けております。４月24日

の中間とりまとめにおいては、労働基本権を含む公務員の労使関係の問題につい

て、改革の方向で見直すべきであるとしています。私からは専門調査会において

協約締結権、争議権を一定の範囲で付与する方向で検討し、秋ごろ、10月ぐらい

を目途に、最終的な結論を出していただきたいとお願いをしております。 

 本日後ほど御議論いただくような論点も含めて、今後更に検討を進めてまいり

たいと思います。 

（大田議員） ありがとうございます。では、民間議員からお願いいたします。 

（丹羽議員） それでは「公務員制度の更なる改革の論点」について、私から説明を

いたします。 

   今回の公務員制度改革は、国民と国家の繁栄のために、国家運営の担い手とし

て、高い気概、使命観及び倫理観を持って、国民から信頼される公務員像を実現

するための改革であり、決して公務員叩きということではないわけであります。

そのような21世紀にふさわしい行政システムを支える公務員像の実現を図り、質

の高い人物が公務の世界に入り、能力を高め、国民から信頼され、誇りを持って

職務に専念できる仕組みを構築しなければなりません。 

   そのような改革の第一弾として総理の強いリーダーシップの下に、年功序列の

打破、天下りの根絶を目的とした国家公務員法等改正法案が迅速に閣議決定され、

国会に提出されたことを高く評価したいと思います。同法案を皮切りに、さらに

制度全般にわたる改革を進めていかなければならないわけであります。総理の下

に早期に有識者会議を設置し、全体をパッケージとした議論に着手すべきであり、

以下に述べる２つは、その際に論点とすべき事項であります。これらを「骨太2007」

に盛り込み、本格的検討を速やかに開始していただきたいと思います。 

 第１の論点は「国益を第一とする公務員像の実現」であります。公務員が各省

のためでなく国家と国民のために持てる能力を最大限に発揮するためには、各省

ごとの縦割り人事と年功序列の打破が必要であります。今回の「能力・実績評価

の導入」、「退職管理の一元化」を重要な一歩として、以下の事項に取り組むべき

であります。 

 １つ目は、幹部公務員について人事管理を一元化し、各省の垣根を越えた適材
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適所の配置がなされるようにすべきではないかと思います。 

 ２つ目は、幹部ポストについて、他省庁や民間からの公募枠を設定するべきで

あります。  

３つ目は、採用試験による区分ではなく、幹部候補職員と一般職員等の新たな

区分を設け、高度な国家戦略を担うようにすべきではないか。ただし、幹部候補

職員への切り替えの機会は何度でも与えられるべきではないか。 

 ４つ目は、国際機関の幹部職員として派遣しうる公務員を増やすための育成プ

ログラムが必要ではないか。 

   ５つ目は、定年まで安心して働けるようスタッフ職制の制度設計を早急に進め

て、計画的に移行を進めるべきであります。 

 第２の論点は「官民、国・地方間の人材流動化の促進」であります。環境変化

に対応して優れた国家戦略を立案していくためには、官民、国・地方間の垣根を

越えた人材流動化を促進し、有為な人材を政府に集めるべきであります。 

   １つ目は、官民間の人材流動化の障害となっております雇用制度上の要因を検

証し、徹底除去すべきであります。 

 ２つ目は、公務員の円滑な再就職を促すため、資格の取得や大学等での研究が

より柔軟にできるような環境整備が必要ではないかと思います。 

   ３つ目は、労働基本権については、行政改革推進本部専門調査会において、警

察・消防等以外の現業と非現業の一般職公務員に対し一定範囲で協約締結権と争

議権を付与する方向で、引き続き検討すべきであります。 

   ４つ目は、道州制への将来的な移行を念頭に、ブロック単位で準備組織を設け、

中央省庁、地方出先機関、都道府県、市町村から人材を派遣して、これらの間の

人材の流動化を進めるべきではないかと思います。 

   第３の論点は「改革先行プログラム」についてであります。 

 今回の法案の成立・施行までの間も、国民の目から見て押し付け的との疑念を

招くような各省庁による再就職斡旋が行われないようにすべきであります。 

   そのためには、１つ目には監視委員会の準備室を早急に立ち上げ、監視機能を

強化すべきであります。 

   ２つ目は、今後完全民営化する政府関係機関のトップには、官民を問わず、経

営経験の豊富な人材を起用すべきであります。 

 ３つ目は、独立行政法人のトップ人事について、官民を問わず、公募制を導入

すべきであります。 

 私からは以上であります。 

（大田議員） それでは、自由に御議論をお願いいたします。 

 よろしいですか。今日は論点の提示ということでありますので、これを適宜必

要なものを骨太方針に入れて、今後、有識者懇談会で御議論いただければと思い

ます。 

 総理から何かございますか。 

（安倍議長） 公務員制度改革は、私の改革の中でも極めて重要な改革であるし、国
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民の注目も大変高いものがあると思っておりますので、私の下に設置をいたしま

す有識者会議の御意見も伺いながら検討してまいりたいと思います。 

（大田議員） ありがとうございました。 

それでは、渡辺大臣は、ここで御退席されます。どうもありがとうございました。 

 

（渡辺臨時議員退室） 

 

（大田議員） それでは、次の議題に移ります。「基本方針2007」に向けてということ

で、先日の有識者議員ペーパーを踏まえて、作成いたしました骨子案を配付して

おります。 

 初めに、内閣府の担当統括官から御説明いたします。 

 

○ 「基本方針2007」に向けて 

（藤岡内閣府政策統括官） お手元の資料の「基本方針2007骨子案」について御説明

申し上げます。第１章は総論であり、「骨太方針2007」の課題を提示する。続く各

章で、提示された課題について具体的に取り組むべき事項を明らかにする構成と

いたしております。 

   第２章は「成長力の強化」でございます。第１に「成長力加速プログラム」を

掲げてございます。４月25日の諮問会議でとりまとめられました同プログラムで

明らかにされました重要な改革課題につきまして、具体的対応策を「（１）成長力

底上げ戦略」「（２）サービス革新戦略」「（３）成長可能性拡大戦略」のそれぞれ

について記述することを予定してございます。 

   第２に「グローバル化改革」、第３に「労働市場改革」、第４に「地域活性化」

を掲げ、ＥＰＡ交渉の取組の強化や、ワークライフバランスの実現に向けた取組

の強化などについて記述をする予定でございます。 

   第３章は、「成長力の強化」と車の両輪をなします「21世紀型行財政システムの

構築」でございます。 

   「１．歳出・歳入一体改革－歳出改革の取組」「２．税制改革の基本哲学」「３．

予算制度改革」「４．公務員制度改革」「５．独立行政法人改革」「６．政府資産債

務改革」「７．市場化テスト」「８．地方分権改革」を掲げまして、それぞれの推

進に向けた具体的な取組を明らかにする予定でございます。 

 第４章でございますが「持続的で安心できる社会の実現」でございます。次の

世代に自信を持って引き継げる社会をつくるため、以下の取組みを掲げてござい

ます。 

   「１．環境立国宣言」「２．質の高い社会保障サービスの構築」、「３．尐子化対

策、再チャレンジ」、「４．治安・防災」でございます。 

 最後の第５章「平成20年度予算における基本的考え方」では、昨年と同様に「１．

今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方」及び「２．平成20年度予算の方

向」の２項目を掲げてございます。 
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   以上でございます。 

（大田議員） それでは、御意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。それで

は、これを骨子案としまして、次回に素案をお示しいたしたいと思います。 

   最後に、甘利議員から経済成長戦略大綱の御報告をお願いいたします。昨年、

財政・経済一体改革会議でとりまとめられ、諮問会議でも了承いたしました経済

成長戦略大綱の改定になります。よろしくお願いいたします。 

（甘利議員） 経済成長戦略大綱につきまして、改定案をとりまとめましたので御報

告をさせていただきます。 

 大綱につきましては、今回の改定に先立ちまして、１年間の施策の進捗を定量

的にフォローアップして、４月６日に御報告をさせていただいたところでござい

ます。 

 今回の改定に当たりましては、フォローアップ結果を十分踏まえた上で、施策

の具体化・強化を行っております。また、工程表を改定しまして、個々の施策に

ついて、短期・中期・長期の目標とアクションを明確にして検証できる形といた

しました。施策の強化・具体化の結果、工程表の項目数は340項目から513項目に、

約５割増となりました。施策のＰＤＣＡを回す先駆的なモデルとなればと考えて

おります。 

   とりまとめに当たりましては、各省から数多く提案をいただきました。総務大

臣、厚労大臣、国交大臣とは個別に会談をさせていただき、連携強化することで

一致をいたしました。改定をされました大綱を「基本方針2007」を支える柱とし

て位置づけ、政策を着実に実施をしていきたいと思っております。 

   具体的には、ポイントは５つございます。 

   １点目のポイントは、イノベーションにつきましては、医療、介護等、新たな

技術が次々と生み出される分野を中心に、技術開発の成果を速やかに市場化につ

なげるための施策の強化をいたしました。また、部品、材料分野、環境など日本

が世界をリードする戦略的分野についての施策を強化いたしました。 

   ポイントの２点目が、生産性向上でありますが、この生産性向上につきまして

は、サービス産業を製造業と並ぶ双発の成長エンジンとするべく、各省とも一致

団結をして、また感性価値の創造していこうというものである。感性価値の創造

というのは、これまで日本の製品が有してきた３つの利点、つまり高機能、信頼

性、廉価性、つまり信頼のある機能の高いものをできるだけ安くこと、この３つ

の利点に加えて、第４の価値として感性価値を加えていこうというものである。

こういう感性価値創造などの新たな観点からの施策も含めまして、あらゆる角度

からの施策メニューを総動員をしていくということであります。 

   ポイント３点目は、地域・中小企業についてでありますが、これに関しまして

は、小規模企業への対策など、政策を結集したわけであります。 

   ４点目のポイントでありますが、オープンな経済の構築といたしましては、経

済連携に向けた取組みを加速するとともに、ヒト・モノ・カネの流れをスムーズ

にすることを目指しまして、アジア全体としての産業競争力インフラの強化を図
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るということであります。 

   最後に５点目のポイントでありますが、エネルギー・環境戦略については、経

済成長、エネルギー安全保障、気候変動、この３つの一体的な解決を図るための

施策を強力に推進して、日本の抱えている制約要因を打破していくということで

あります。 

 以上のような形で改定案をとりまとめた次第であります。本諮問会議で御審議

を是非いただきたいと思います。 

   なお、内閣府から御指摘のあるＥＰＡ等につきましては、今後の骨太方針の策

定プロセスの中で、引き続き議論をして確定することとしたいと思っております。 

   以上です。 

（大田議員） 何か御意見はございますか。 

   どうぞ。 

（伊藤議員） 経済成長戦略大綱は、大変大部のものをおまとめになり、御報告いた

だき、ありがとうございました。 

   全体像は、本日初めて拝見したようなものもあり、大変広範囲に及ぶもので、

今後諮問会議でとりまとめに当たります骨太の方針の策定と齟齬を来さないよう

な形でお願いしたいと思います。勉強させていただきます。 

（大田議員） では、ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、これを改定していただくということで、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。 

 ありがとうございます。 

 

（以 上） 


