
    

  

平成 19 年第 15 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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 

議員  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 

（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）

（概要） 

○地域経済の成長力向上について

（大田議員） 会議に入る前に、一言申し上げる。本日午後２時に、松岡農林水産大臣
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がお亡くなりになった。大変悲しいことだが、心から御冥福をお祈り申し上げたい。

（丹羽議員）「『地域力再生機構（仮称）』の創設について」説明する。 

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

さらに具体的な設計をお願いしたい。 

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。 

ポイントの第 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。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。

経営相談だけではなく、地域の企業の本格再生・成長の制約要因となっている「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態を含めた支援により、本

格的な再生を実現するもの。 

第３は、「民間活力を 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。機構の業務は出来る限り民間にアウトソーシングする。 

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。 

第５は、「時限措置とし、市場創造型の支援を行う」。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 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。 

（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いた。 

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している。

地域経済には相変わらずデフレギャップがあると考えている。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。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

決できず高度の支援が必要。「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。 

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。真の「再生のプロ」といった人材を活用する必要がある。次に、「公正中

立な第三者機関」が必要。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なかった。 後の頃は

混乱もあったと思う。地方ではこうした教訓も大事。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」は徹底して排除すべき。 

３ページ目。地域産業再生のスキームについて。中堅企業や「面的再生」も対象

とする総合再生機関が必要。特に、個別企業の再生支援だけではなく、地域の産業
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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。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。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る。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か。 

（甘利議員） 地域における事業再生の促進は重要な政策課題。先ほど来、産業再生機

構がよく頑張ったという話があるが、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。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。案件の実績でいうと、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て、プランの既実行は1,400案件、

残り400案件は実施に向けて促進中。この結果、協議会は９万人の雇用を確保した。

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だが、中小企業の、

地域協議会は内科療法型。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。 

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」

の提案があったが、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

アップすることが今国会で決まっている。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を中心に機能強化

に取り組むことになっている。民間のファンドと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う。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 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。 

外科療法と内科療法といったが、中小企業は首切り型だとなかなか相談に寄って

こない。人間関係で成り立っている部分もあるので、内科療法型が効果を上げてき

た。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。協議会は 1,800 案件、相談件数は１万件であり、相談しやすい組

織。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。これがパワーアップする。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。 

（八代議員） 先ほど渡辺臨時議員から、産業再生機構の教訓として、特に利益相反の

防止を徹底すべきとのお話があった。甘利議員は、何が協議会では足らないのかと

言われたが、 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。つまり地銀からの

出向者の利益からすると、再生計画を作ると県の信用保証協会が保証するので、そ

れだけ地銀の負担が減るという非常に明確な構図がある。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。この問題を解決しないと、相談

件数が上がっても意味がない。 

（甘利議員） 実績件数も上がっている。 

（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、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。具体例を挙げると、産業再生機構ではすべての案件で債権放棄があったが、

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いる。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
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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。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

いる。渡辺臨時議員が心配されているような、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。 

勿論対象も違うし、協議会は今後とも重要な役割を果たすと思うが、これがある

から地域力再生機構が 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。 

（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。1,800

件と 41 件。現実に実績が上がって、うまくいっている。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というのは大企業にはよ

く通じる型かもしれないが、中小企業に同じ手法ではうまくいかない。 

   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、

1,400 案件を再生させ９万人の雇用をつくった。けた違いの件数。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。だから患者の秘密は守るが、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、少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

りかねない。これで賄えない部分を洗い出していただき、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。 

（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、甘利議員の言わ

れることもよくわかる。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、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。 

中小企業再生支援協議会は経営相談とのことであるが、この地域力再生機構は経

営参加型の支援。経営人材につい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、中小企業も相談を受ければ当然のことながら対象に

なるが、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。 

八代議員からも話があったように、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。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。 

（尾身議員） 一つの案だと思っているが、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。ある種

の組織が肥大化するのではないかという感じ。 

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で、政府保証もやらなくするんで

すと説明していることと方向性が違う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。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するので、その辺の批判はないようにしないといけ

4


平成 19 年第 15 回経済財政諮問会議 



ない。 

（丹羽議員） 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あり、我々も勿論やっているが、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う。 

（菅議員） 地方ではやはり正直なところ、経済はまだまだというのが実態。その中で、

元気がない一つの大きな原因は、地方自治体が塩漬けした土地を持っていたり、あ

るいは借財をしている。今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を導入する予定。

衆議院は可決したところ。 

そういうことを考えたとき、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と思っている。 

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ねばならない。な

かなかスピード感がなくなっている。第三セクターはかなりの塩漬けがあるので、

そうしたことも含めて連携して対応していきたい。 

（山本臨時議員） 地域経済が活性化する上で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、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。 

そのとき、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。

その時に大事なのは、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。 

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。その意味で、参考になるかどうか少し疑問はあるが、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

ある。それを見ていくと、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うのは投資銀行。アメリカの場

合は出資のときに投資銀行がきちんとした役割を果たしているが、日本では育って

いないので、なかなかそこのところが難しい。 

いずれにしても、不良債権の簿価以下の売却、地域銀行と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う。 

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

地域での新しいプロジェクト推進という前向きの対策も必要。今年２月に安倍政権

として公表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、地域の経済活性化のためには不可欠だと思う。 

（渡辺臨時議員） 甘利議員から、何が足りないかとの御指摘があったが、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

足りないと思う。確かに、リスケなどによって借り手や貸し手に優しい支援は行わ

れてきたと思うが、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う。そのためのスキーム
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として今回の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う。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なかろうかと思

う。 

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。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、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るだろう。 

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。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る。 

（甘利議員） 誤解があるといけないが、私はこの提案に反対しているわけではない。

新しい行政機構をつくるときには、 小のコストで設計しなければならない。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、

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。今までもかなりのことを

やってきたが、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、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。その必要性の洗い出

しをして、それに対してどう対応するかを考えてほしい。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。 

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、始めたはいいが案件が全然ないので少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る。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。 

（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る。栃木県

では足利銀行が破綻の憂き目に遭っているので、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か。たしか 21 件ぐらいやっている。地域の中小中堅ま

であったかと思うが、そういうレベル。だから、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。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る。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、是非この構想は前

向きに進めていただきたい。 

（大田議員） 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う。な

るべく民間を活かしていくということも共通していた。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、既にある支援協議会、それがバージョン

アップされるのだから、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

みたいと思うが、そういうことでよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（安倍議長） お話を伺っていて、民間議員提案のような仕組みは必要だと思うので、
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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。 

（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、能力実績主義や再就職規

制について、まさに審議の 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

示があった。 

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るが、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。 

（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、議論をいただいた。その後、４月 25 日に 終的に法案を国会に提出

することができた。まずは、法案を成立させていただくことが 大の課題である。

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。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う。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

る手はずになっている。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く。 

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いる。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る。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、 終

的な結論を出していただきたいとお願いをしている。 

本日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。 

（丹羽議員） 「公務員制度の更なる改革の論点」について説明する。 

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。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

構築しなければならない。 

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。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。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る。これらを「骨太方針 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。 

第１の論点は「国益を第一とする公務員像の実現」である。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 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る。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る。 

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適
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所の配置がなされるようにすべきではないか。 

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べきである。

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る。 

第２の論点は「官民、国・地方間の人材流動化の促進」である。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る。 

１つ目は、官民間の人材流動化の障害となっている雇用制度上の要因を検証し、

徹底除去すべきではないか。 

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。 

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る。 

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。 

第３の論点は「改革先行プログラム」についてである。 

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る。 

そのため、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

べきである。 

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る。 

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

べきである。 

（大田議員） それでは自由に御議論をお願いしたい。 

よろしいか。今日は論点の提示ということであるので、適宜必要なものを骨太方

針に入れて、今後、有識者会議で御議論いただければと思う。 

（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、国民

の注目も大変高いものがあると思っているので、私の下に設置をする有識者会議の

御意見も伺いながら検討してまいりたい。 

（渡辺臨時議員 退室） 

○「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「基本方針 2007」骨子案について説明する。

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である。 

第２章は「成長力の強化」である。第１に「成長力加速プログラム」を掲げてい

る。４月 25 日の諮問会議でとりまとめらた同プログラムで明らかにされた重要な
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改革課題について、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

ている。 

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ある。 

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

である。 

「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、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ある。 

第４章は、「持続的で安心できる社会の実現」である。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いる。 

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

策、再チャレンジ」、「４．治安・防災」である。 

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項目を掲げている。 

（大田議員） それでは、御意見をお願いしたい。 

よろしいか。それでは、これを骨子案として、次回に素案をお示ししたい。 

後に、甘利議員から経済成長戦略大綱の御報告をお願いしたい。昨年、財政・

経済一体改革会議でとりまとめられ、諮問会議でも了承した経済成長戦略大綱の改

定になる。 

（甘利議員） 経済成長戦略大綱について、改定案をとりまとめたので御報告をさせて

いただく。 

大綱については、今回の改定に先立って、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。 

今回の改定に当たっては、フォローアップ結果を十分踏まえた上で、施策の具体

化・強化を行っている。また、工程表を改定して、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した。施策の具体化・強

化の結果、工程表の項目数は 340 項目から 513 項目に、約５割増となった。施策

のＰＤＣＡを回す先駆的なモデルとなればと考えている。 

とりまとめに当たっては、各省から数多く提案をいただいた。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した。

改定された大綱を「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

していきたい。 

具体的には、ポイントは５つある。 

１点目のポイントは、イノベーションについては、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した。 

ポイントの２点目が、生産性向上であるが、この生産性向上については、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、ま

た感性価値を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
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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ということ、これらに加えて、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る。 

ポイント３点目は、地域・中小企業についてであるが、これに関しては、小規模

企業への対策など、政策を結集したわけである。 

４点目のポイントであるが、オープンな経済の構築としては、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

して、アジア全体としての産業競争力インフラの強化を図るということである。 

後に５点目のポイントであるが、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る。 

以上のような形で改定案をとりまとめた次第である。本諮問会議で御審議を是非

いただきたい。 

なお、内閣府から御指摘のあるＥＰＡ等については、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。 

（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、御報告をいただ

き、ありがたい。 

全体像は本日初めて拝見したようなものもあり、大変広範囲に及ぶので、今後諮

問会議でとりまとめに当たる骨太方針の策定と齟齬を来さないような形でお願い

したい。勉強させていただく。 

（大田議員） それでは、これを改定していただくということで、よろしくお願いした

い。 

（以 上） 
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