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（開催要領） 

1．開催日時：2007年 12 月 3日（月） 17:30～18:28 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    福 田   康 夫   内閣総理大臣 

議員    町 村   信 孝   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     増 田   寛 也   総務大臣 

                               地方再生担当大臣 

同     額 賀  福志郎   財務大臣 

同     甘 利      明   経済産業大臣 

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 

 

  武 藤  敏 郎   日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）平成 20年度予算編成の基本方針について 

（２）「日本経済の進路と戦略」（事項案）について 

（３）地域経済建て直しの新プランについて 

（４）「成長力底上げ戦略」について（ジョブ・カード、最低賃金等） 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○平成 20年度予算編成の基本方針 

○「日本経済の進路と戦略（副題）」の事項案 

○「日本経済の進路と戦略」の策定に向けて（有識者議員提出資料） 

○地方再生戦略（増田臨時議員提出資料） 

○成長力底上げ戦略の推進状況について（大田議員提出資料） 

○誰もが能力を発揮できる労働市場に向けて（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 29 回） 
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（配布資料） 

○内閣総理大臣からの諮問第 21号について 

○地方再生戦略（参考資料）（増田臨時議員提出資料） 

○地方経済再生のための取組について（甘利議員提出資料） 

○地方経済再生のための緊急プログラム（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）促進等による地域経

済活性化のための取組について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○成長力底上げ戦略の推進状況について（参考資料）（大田議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（大田議員） ただいまから、今年 29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、まず「平成 20年度予算編成の基本方針について」。 

   次に「『日本経済の進路と戦略』（事項案）について」を御審議いただきます。 

引き続き、増田議員に「地域経済建て直しの新プランについて」を御発表いた

だきます。最後に「『成長力底上げ戦略』について（ジョブ・カード、最低賃金等）」

を御審議いただきます。 

   今日は、福井議員は御欠席で、代理として武藤副総裁にお越しいただいていま

す。よろしくお願いいたします。 

   それでは「平成 20 年度予算編成の基本方針について」、最初に総理から諮問を

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○平成 20年度予算編成の基本方針について 

（福田議長） 本日は「平成 20年度予算編成の基本方針」の作成を諮問することとし

たい。 

（大田議員） ありがとうございました。 

   なお、内閣総理大臣からの諮問第 21 号は、資料としてお手元に配付してござい

ます。 

   それでは「平成 20 年度予算編成の基本方針（案）」について、御説明させてい

ただきます。皆様方の御協力によりまして、お手元の資料のようにとりまとめて

おります。「平成 20年度予算編成の基本方針（案）」は、成長力の強化と、歳出全

般にわたる国・地方を通じた最大限の削減を行うとともに、若者が明日に希望を

持ち、お年寄りが安心できる「希望と安心」の国の実現のため、予算の重点化・

効率化を行うとの方針を示したものです。お手元の案は、先日とりまとめられま

した「地方再生戦略」の具体的な施策を記述するなど、前回お示ししました案か

ら若干の調整を加えたものです。 

   今、御説明しました案につきまして、何か御発言がありましたら、よろしくお
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願いいたします。よろしいでしょうか。 

   それでは、ただいま御説明をしました「平成 20年度予算編成の基本方針（案）」

を、経済財政諮問会議の答申として決定することとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

（大田議員） ありがとうございました。それでは、この案を経済財政諮問会議の答

申として決定することといたします。 

   ここでプレスが入室いたしますので、しばらくお待ちください。 

 

（報道関係者入室） 

 

（大田議員） 先ほど、福田議長に「平成 20年度予算編成の基本方針」が経済財政諮

問会議より答申されました。福田議長からごあいさつをお願いいたします。 

（福田議長） ただいま「平成 20年度予算編成の基本方針」の答申をいただきました。 

   本日決定された「平成 20年度予算編成の基本方針」は、現内閣が目指す「希望

と安心」の国の実現に向けて、政府一丸となって成長力強化に取り組むとともに、

歳出改革の努力を決して緩めず、歳出の無駄の排除を徹底すること、併せて「活

力ある経済社会の実現」、「地方の自立と再生」及び「国民が安全で安心して暮ら

せる社会の実現」に重点を置き、メリハリの効いた予算配分を行うことなどの方

針を示したものであります。 

   早急に閣議決定し、これを政府の基本方針として、平成 20年度の予算編成作業

を進めてまいります。 

（大田議員） ありがとうございました。 

 

（報道関係者退室） 

 

（大田議員） この方針につきましては、明日、閣議決定を行う予定です。 

   それでは、引き続きまして、平成 19 年度補正予算について御審議をいただきま

す。 

   まず、額賀議員から御発言をお願いいたします。 

（額賀議員） 「予算編成の基本方針」については、予算編成作業の指針となるもの

であり、財務省としては、明日の閣議決定を受けて、本方針に基づいて、平成 20

年度予算の編成に取り組んでまいりたいと思います。 

   平成 19 年度補正予算につきましては、税収について、平成 18 年度税収の決算

額が補正後予算額を 1.4 兆円下回った影響もあり、本年度も補正後予算額が当初

予算額を下回る可能性があり、さらに前年度剰余金や税外収入の増等を含めても、

近年になく厳しい財源状況にあります。そうした中で、今年度発生した災害の復

旧、義務的な経費の増加等、やむを得ない追加財政需要に対応することとなりま
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すけれども、財政規律を緩めることがないように、公債の増発は行わないことを

基本として編成作業を進めてまいりたいと考えております。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、自由討議に入りたいと思います。 

   八代議員、どうぞ。 

（八代議員） 第１に、補正予算につきましては、ただいま額賀議員からお話があっ

たとおりでありますけれども、歳出圧力が高まっております。しかし、ここで改

革を中断することはできず、当初予算で想定できなかった緊急事態に対する補正

予算というものの役割を十分に考えて、必要最低限の施策に限定して対処すると

いう原則を守るべきだと思われます。 

   第２に、一部に景気の先行きについて懸念が生じておりますけれども、例えば

それを根拠に官で需要を積み増すという措置は、断固として行うべきではないと

思います。 

   第３に、前回の経済財政諮問会議において、概算要求基準や「基本方針 2007」

をしっかり守り、平成 20年度予算をつくり上げることが確認されたところであり

ますが、補正予算においても、新たな国債発行により、歳出増を支えることがあ

ってはならないという点を確認すべきで、この点、是非額賀議員には御尽力いた

だきたいと存じます。 

（大田議員） ほかにございますか。 

   丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 額賀議員がおっしゃったとおりであり、2007 年の予算編成の５原則と

いうものがございまして、その中に、政府の方針に国民がいささかの疑義も抱か

ないように説明責任を徹底するというのもございますので、是非歳出・歳入の一

体改革を目指して、真に必要なものに限定するということでお願いをしたいと思

います。 

（大田議員） 伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） やはり、追加公債発行は是非避けていただきたい。景気対策としてそ

ういうことをするような状況ではもちろんありませんし、尐し手を緩めて、もし

そういうことになったとすると、日本に対する海外の評価も悪くなると思います。

改革が後退するのではないかということで、日本に対する目が厳しくなる。投資

家が逃げていく可能性も非常に高いので、これは何が何でも歯を食いしばって、

そういった追加公債発行はやめていただきたいと思います。 

（大田議員） 額賀議員、どうぞ。 

（額賀議員） 民間議員の先生方の御意見はもっともでございます。先ほど言いまし

たように、財政規律を守り、公債の増発は行わないという形でやりたいと思って

おります。 

（大田議員） 今、新規の国債発行を行わない、また、必要最低限の施策に限定する

という議論で一致しておりました。今日の議論を踏まえて、額賀議員にとりまと

めをお願いしたいと思います。 

   福田議長からお願いいたします。 
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（福田議長） 今、各議員からもお話がありましたことを繰り返すことになりますけ

れども、いずれについても、やはり財政健全化の例外はありません。補正予算の

ために新たな国債発行をすることも考えておりません。また、国民生活の安全・

安心に緊急に必要となる施策には対応しなければなりませんけれども、真に必要

な歳出に限定して、額賀議員は編成を進めるようにお願いをいたします。 

（大田議員） ありがとうございました。額賀議員によろしくお願いいたします。 

   では、次の議題に移りたいと思います。 

 

○「日本経済の進路と戦略」（事項案）について  

（大田議員） まず「日本経済の進路と戦略」の事項案について、私から簡単に御説

明いたします。 

   「日本経済の進路と戦略」は、中期の経済財政運営の指針となるものです。 ま

ず、第１章は総論で「目指すべき経済社会の姿と政策の基本的考え方」が書かれ

ます。第２章は「成長力の強化に向けて」で、ここには福田総理の成長戦略が入

ります。これはいずれ御議論いただいて、それを詰めていきたいと思っておりま

す。第３章も福田内閣の大きい柱であります「地方の自立と再生に向けて」で、

地方再生の支援、あるいは地方分権と地方行財政改革の中身が書かれます。第４

章が「安心できる財政・社会保障、行政の構築に向けて」ということで、歳出・

歳入一体改革の着実な推進、社会保障と税の一体的改革、それから、効率的で安

心できる行政の推進という３つの柱で考えております。これに参考試算という将

来推計が加わります。それを「５．経済の将来展望」に加えていきたいと考えて

おります。 

   以上が、この事項案です。 

   これに対して民間議員からペーパーが出ておりますので、御説明をお願いいた

します。 

（八代議員） それでは民間議員ペーパー「『日本経済の進路と戦略』の策定に向けて」

を御説明させていただきます。 

   この「日本経済の進路と戦略」は、福田内閣における初めての中期経済財政指

針であります。2011 年度は基礎的財政収支黒字化の目標年次であるわけですが、

この 2011年までの期間は、新興国の成長など、国際的な競争環境が大きく変化す

ることが予想されます。他方、国内では、人口減尐、高齢化が進み、翌 2012年に

は団塊世代初期の人達が 65歳に到達すると予測されております。こうした日本の

経済・財政にとって極めて重要な、それだけに運営が難しい期間の指針策定につ

いて、以下のように提案させていただきます。 

   １番目に、成長なくして高齢化は乗り切れない。これは当たり前のことであり

ます。したがって、成長力を強化する基盤整備を何よりも重視する必要がありま

す。 

   ２番目は、2011 年度に国と地方の基礎的財政収支の黒字化を確実に達成するた

め、引き続き歳出削減を徹底させ、負担増を最小化すべきであります。 
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   ３番目に、社会保障と税の一体的改革につきましては、基礎年金の国庫負担割

合について、安定財源を確保する税制の抜本的改革を行った上で、2009 年度には

確実に２分の１に引き上げる必要があります。また、給付と負担の両面から社会

保障制度のあるべき姿を描き、そのための安定的な財源を確保する、という観点

から、引き続き、経済財政諮問会議で議論を続ける必要があります。例えば、先

日、ここで議論させていただきました基礎年金の税方式化もその一つであります。 

   ４番目に、独立行政法人に続き、地方出先機関等についても政府の在り方を根

本的に見直すべき時期に来ております。事業の仕分け等を通じて、行政機能を根

本から見直す必要があります。無駄がないかどうかを検討し、無駄があるとすれ

ば、廃止ないし民営化が必要ですし、官がするべき必要が依然としてある場合に

も、それを公務員が自ら行う必要があるのかどうか。むしろ民間に包括的に委託

できないかどうか。そういうさまざまな観点から総点検する必要があると思われ

ます。 

   以上であります。 

（大田議員） ありがとうございます。それでは、自由討議をお願いいたします。 

御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） この新しい成長戦略においては、是非、今、日本の社会や経済に漂

っている閉塞感、不透明感というものを打破して、新しい、日本の将来に希望が

持てるようなものにするためにも、国のかたちを変えるインパクトのあるような

政策の提示が望ましいと思います。その際、まず日本が世界経済の発展から取り

残されないように、日本が持つ強みを、例えば世界水準の環境技術やナノテクな

どを最大限に生かす方法を追求すべきだと思います。また、同時に、人口減尐や

高齢化、地域間格差など、現在では日本経済の弱みと言われている部分もチャン

スに変えていく発想が必要だと思います。そのためにもＥＰＡとか国際協力を通

じて、アジアを始めとする海外の資源や成長力をうまく取り込んでいかなければ

ならないと思います。 

（大田議員） 丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 日本経済の強みの一つは、バブルの前から、中間層の労働の質の高さ、

市場としての規模の大きさがあります。中間層が豊かになる中で日本経済も発展

してきたということが言えると思うのです。グローバル化とかＩＴ化という世界

的な潮流の中で、バブルの崩壊に遭遇していろいろな問題が出ましたけれども、

やはり中間層の弱体化や崩壊が生じているのではないか。 

   そういう意味から、やはり人に頼らず自ら行う気概や自己責任とリスクへのチ

ャレンジスピリットというものがかなり薄れてきているということが言えると思

います。福田総理の中期方針においても、改革の先に見える日本の姿、改革をし

たらこういう姿になるのだという、目指すべき姿を示していく必要があるのでは

ないか。それは自立と共生の日本の姿なのだということを訴えていく必要がある

し、いわゆる中間層が元気な、健全な社会というのが日本としての強みであり、

これを自立と共生の中で育てていく。海外との関係では、特に国際的な共生とい
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うことで、信頼される国家をつくっていくのだということ。いずれにいたしまし

ても、くれない症候群というか、何かしてくれないとできないという、上に頼る

という気持ちをやめて、自分の力で立つのだということや、大企業と中小企業、

また地域と都市とが共生のドクトリンというものを掲げて、国民の納得が行くよ

うな、今日よりも明日、明日よりもあさっての生活の方が明るいのだということ

を、やはり忍耐強く語りかけていくということが大事ではないか。大変な妙薬が

あって、これをやれば急によくなるということが世の中にはないわけであります。

やはり根気強く、そういう日本の姿というものを訴えていくということが私は一

番の施策ではないかと思います。 

（大田議員） ほかにいかがでしょうか。 

   それでは、御手洗議員、どうぞ。 

（御手洗議員） 先ほどの話に付け加えると、国民が成長戦略の成果を実感できるた

めには、やはり政権が掲げる政策への波及効果が大きく、しかも、その成果が見

えやすい重要なプロジェクトが必要だと思うのです。例えば、その一つとしては、

世界水準の電子政府を断固として実現するということがあると思うのです。仮に

電子政府が実現すれば、国民にとっては目に見えての利便性が高まって、大企業

から中小企業、地方自治体までＩＴ化が急速に進むわけです。これに加え、行政

サービスの生産性の向上による行政改革や、情報や人材の偏在の是正を通じた東

京一極集中の緩和、信頼ができる社会保障制度の実現など、世界水準の電子政府

を徹底して実現すれば、本当に国民にとって生活が変わったという実感ができる

改革になるのではないかと思います。１つ付け加えて申し上げておきます。 

（大田議員） ありがとうございます。 

   それでは、甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） 第１に、「目指す経済社会の姿」の項目で挙げられました３点、つまり、

①成長力の強化、②地方の自立と再生、③財政・社会保障の３者をばらばらでは

なく一体的なものとして考えていくことが重要だと思います。 

   第２に、３つの課題、つまりサブプライム問題、原油価格の高騰、改正建築基

準法問題などの影響が深刻化している今こそ、福田内閣としての成長戦略ビジョ

ンを打ち出し、国民や企業に安心を提供することが必要であると思います。その

内容としては、例えば大企業や都市など、伸びるところは伸ばして、他方で取り

残されてしまっている中小企業や地方を底上げするという議論ももちろん大事な

のですが、今までやってきたそういう議論から、福田内閣においてはさらに新し

い展開に移行していく、フェーズアップしていくということが必要と考えます。

つまり、大企業と中小企業、都市と地方とが互いにコラボレートして連携を取っ

て、相乗効果を上げながら伸ばしていく、シナジー効果を図るということを模索

するといった点が大事だと思っています。 

   今後の検討に当たりましては、経済産業省として最大限の知恵を出して、この

場において提案を行っていきたいと思っております。 

（大田議員） ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 
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   それでは、額賀議員、お願いします。 

（額賀議員） 民間議員からの御提言についてなのですけれども、財政面から言うと、

2011 年度のプライマリーバランス黒字化達成はちゃんと書いてあるのですが、こ

れは最終的な目標ではなく、一里塚であるわけです。もともと財政健全化第Ⅲ期

の 2010年代半ばのことも今までは言及してきているわけですから、そういうこと

もきちんと視野に入れた展望を示しておくことがいいのではないかと感じます。 

（大田議員） 伊藤議員、お願いします。 

（伊藤議員） 今、額賀議員からの御発言で、第１段階として 2011年度にプライマリ

ーバランスの回復、次いで 2010年代半ばに債務ＧＤＰ比率を引き下げていくこと

を確実にするとありましたが、これは既定方針であり、それは是非実現する方向

でいきたいと思います。ただし、その前提となる税と社会保障の問題、あるいは

税制の抜本的な改革ということ抜きには、その絵が描けない。したがって、歳出

削減をどこまで進めていくか。その後に、税と社会保障をどう改革していくか。

それと同時に、税制の抜本的改革を行うかということが全部セットになってくる

と思われるので、これは尐し時間をかけて議論をしていく必要がある。２週間、

３週間ではまとまらないことですので、十分心してはおりますが、ちょっと時間

をかけて、この場で引き続き議論をしていきたいと思います。 

（額賀議員） もちろん、税と歳出の問題、あるいは社会保障の問題等について、今

までも議論して、抜本的な改革をしていくことによって、プライマリーバランス

や、ＧＤＰ比の債務残高を着実に減らしていくことなどを考えてきた。途中で、

この段階でそういうことは断念したのかと逆に言われかねないおそれもあり、そ

ういう意味では、やはり財政制度等審議会などでも言っていますけれども、プラ

イマリーバランスだけではなくて、本格的にやはり財政収支をきちんとしていく

という目標がない船出というのはどうなのかという感じがします。 

（大田議員） 当然、第Ⅲ期までにらんで財政改革をやるという流れは、当然であり、

既定方針どおりです。第Ⅲ期にどういう目標を設定するかは、また改めてこうい

う場でも議論させていただかなくてはいけないと思っております。当然、そうい

う流れの中に今回の進路と戦略も入ってまいります。 

   どうぞ。 

（丹羽議員） 短期的に、例えば来年度どうするのだとかという話と、中期的に、５

年ぐらいなら５年ぐらいのタームの中で福田ドクトリンを打ち出していくという

ことだろう。この「日本経済の進路と戦略」の中には両方あると思うのです。 

   参考までに申し上げますと、ヒラリー・クリントン氏が約１か月前に経済政策

の骨子を発表していました。共和党の場合はどちらかというと金持ちに優遇的な

部分がありますけれども、民为党はどちらかというと、その反対の部分が一般的

にあるわけです。それを裏付ける形で彼女は、中間層の復活なくしてアメリカの

経済の再生はないという趣旨の発言をされました。中間層ということでは、当然、

先ほども申し上げたように、日本が圧倒的に質の面においても量の面においても

強く、それがものづくりの日本の強さを表してきた。欠陥率が非常に尐ない、品
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質がよい、そういうものをやはり中期的に育てていく、あるいは税制の問題にお

いてもそういう工夫をしていくことは必要だろうと思います。 

（大田議員） ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

   それでは、本日いただきました御意見を踏まえて、次回、原案をお示しいたし

ますので、その際、また御議論をお願いしたいと思います。中期方針は、来年１

月に経済財政諮問会議でとりまとめて閣議決定したいと考えております。そのと

き、経済財政の姿がどうなっているのか、足下と展望のいずれにおいても分かり

やすく提示していきたいと思います。 

   福田議長からお願いいたします。 

（福田議長） 今回の中期方針は、現内閣で初めての方針となります。そこで、これ

からどういう国を目指すのかということを考えながら、そのために、経済政策も

含めて、基本的な政策をどういう形であるべきかといったことについて、最終的

には国民に分かりやすく説明することが必要なのだと思いますので、工夫をして

いただきたいと思います。 

   それから、新しい成長戦略につきましては、これからいろいろと議論をしてい

ただきたいと考えておりますので、その考えに基づき、中期方針に盛り込んでい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（大田議員） 成長戦略もまた議論させていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  

○地域経済建て直しの新プランについて 

（大田議員） それでは、次の議題に移ります。地域経済建て直しの新プランについ

て、11 月８日の経済財政諮問会議において御報告いただいたが、最終報告をとり

まとめていただきましたので、地方再生担当大臣としての増田議員に簡単に御紹

介をいただきたいと思います。 

（増田議員） お手元に横長の資料がございます。今、大田議員から話がありました

ような立場でありますので臨時議員ということになっております。地域経済建て

直しのための考え方について民間議員の皆さんから御意見を賜りましたけれども、

それを踏まえて策定をしたものであります。これに分権改革等、別途これから、

年が明けましてから順次出てくるという形になります。 

   １ページ「地方再生の基本的な考え方」。この基本理念、要は生活者の暮らしの

確保、交流人口の拡大、中小企業振興、農林水産業振興などに道筋をつけて、地

方と都市がともに支え合う「共生」の考え方に立つというのが１つ。２つ目が、

地方再生の取組を長期にわたって継続することにより、内閣が目指す「希望と安

心の国づくり」を実現する。これは２つの大きな基本理念であり、それを尐し分

解して４つに書いてございます。それから、「補完性」「自立」「共生」「総合性」「透

明性」が地方再生５原則であります。前回、この５原則に立ちたいということで

申し上げたもので、特に評価等に際して第三者の目を入れて、客観的な基準に基

づいて行うという辺りは民間議員から御指摘をいただきました。 
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２ページをご覧いただきたいと思いますが、上の方は政府の中の実施体制を書

かせていただいております。まず、５原則に基づく事業の実施体制として、内閣

官房の地域活性化統合事務局がございます。４本部を一本化した統合事務局でご

ざいますが、地域ブロック別の担当参事官制といたしまして、面割りにいたしま

す。そして、地域からの相談を、一元的な窓口として受ける。担当参事官を始め

職員には地域の徹底的な勉強をさせて、そして、地域の御相談に全部答えられる

ような、地域の代弁者として省庁連携をリードする役割を担わせる。これが体制

の考え方でございます。 

それから、２ページの下は「地方再生に対する政府の一体的支援」。今回、新た

に「地方の元気再生事業」を起こしつくり出す事業でございます。これまでは様々

な地方対策を行ってきて、基本的には大分多様化されてまいりましたが、国があ

らかじめメニューを決めて地方に当てはめてきたと言っても過言ではないと思い

ます。今回は地方の発意をそのまま取り入れる。「地方の元気再生事業」はソフト

事業でございますが、地方の発意による意欲的な取組を構想の段階から国が直接

支援をする。これを来年度から設けるということにしてございます。前回、特に

八代議員からいろいろ御指摘を賜ったのですが、この仕組みの中では、取組の目

標、数値目標を設定して評価の対象にする。それから、これは３か年を予定して

おりますが、予定された３か年において複数年度にまたがる取組にも柔軟に対応

できる助成にする。経営人材に対する人件費や人材育成の取組を支援の対象にす

るようにする。その中で３年かけて、いろいろ地域のアイデアを練って、そこを

国の方で、10分の 10、国費で支援をする事業を創設したい。従来ですと各県で地

域バランスを考えて、対象をなかなか絞り切れなかったが、今後は各県も骨太に

せいぜい多くても２か所、できれば１か所に絞っていただき、そこを太く育てる。

こういう考え方に立っています。 

   例えば地域産品の販売促進や新商品の開発支援を行うような農商工連携。これ

は別途、甘利議員からもペーパーが出てございますが、そういった農商工連携に

代表されるようなさまざまな省庁横断、施策横断の取組を積極的に推進していく

ことで、今後、政府、内閣官房の一元的な実施体制の中で、各省の個別の施策に

よる支援につなげ、強力に進めていきたいと考えています。 

   ３ページ。今日は参考資料には個別具体のイメージ図を書いていますけれども、

地域類型を３つに分けてあります。地方都市が経済活性化により特に広域的な拠

点として地域全体を経済的に牽引していけるようなところだと思いますが、地方

都市で取組を行う場合には、こういった観点に立って、こういうことをしていく

という類型を書いてございます。企業立地促進や中小企業振興に力点を置くとと

もに、賑い拠点の創出、子育て環境の整備等、生活者にとって暮らしやすいまち

づくり、観光等の都市の成長発展を支える交流推進についても、ここで为に強力

に推進する。 

   農山漁村類型のケースが非常に多いわけですが、農山漁村での重点的なものと、

その中に含まれますが、特に基礎的条件の厳しい集落について、特書きで右側に
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書いてございます。農山漁村については、農林水産業等の地域産業の再生に重点

を置くということと、それから医療福祉サービス等の生活者の暮らしの確保、ま

た、定住あるいは最近二地域居住ということで、都市住民が入ってくる場合が多

いので、都市との循環交流についても施策転換を図るということです。その中で、

特に基礎的条件の厳しい集落、限界集落等いろいろ名前を付けられていますが、

ここは生活機能の維持に加えて、国土保全面での最前線機能を維持するという観

点が必要でございますので、医療や生活交通等の生活者の暮らしの維持確保とと

もに、建設業からの林業参入など、あるいは、最近は I ターン等で、自分の能力

を発揮したいという人間もあり、そういう意欲のある地域の担い手による地域資

源を生かした産業の活性化等についても、特に政策を展開するということです。 

今日は、細部はこれ以上紹介いたしませんが、これに基づいて、３年ほど国の

直接支援の事業を行いつつ、その中で順次各省の事業につなげる。各省の事業も、

今回は概算要求等の段階から全部見ることができませんでしたが、次回の概算要

求から、地方の再生の視点に立って、年次、年次に充実を考えていきたいと思い

ます。 

これが地方再生戦略の概要でございまして、11月 30日に全閣僚出席の地域活性

化統合本部で決定いたしました。そこで、総理からも政府一体となって強力に進

めるような御指示をいただきましたので、関係大臣と十分連携を取りながら、地

域再生担当大臣の立場で取組を積極的に展開していきたいと考えております。 

（大田議員）  ありがとうございました。それでは、自由な討論をお願いいたします。 

   甘利議員から資料がありますので、お願いします。 

（甘利議員） 経済産業省といたしましては、昨年来、地域活性化対策として、企業

立地促進や地域資源活用等に取り組み、２つの法案を提出させていただき、さら

に、今般、増田議員の下でとりまとめられた地方再生戦略の中に、「農商工連携」

の促進、それから中小企業の生産性向上、地域イノベーション等の新しい施策を

盛り込んだところでございます。 

   「地域イノベーション」について、現状でも「産業クラスター計画」と呼ばれ

る地域の産学官ネットワークが構築されておりますが、検証してみますと、研究

機関の設備が開放されなかったり、研究所にない設備は提供できないといった問

題がありました。このために、県境を越えた連携まで含む研究機関同士の連携、

施設・設備を対外開放する新しいネットワーク形成を促進するための「地域イノ

ベーション共創プログラム」の予算を要求中でありまして、内容は、今、説明し

たとおりです。 

   地域再生のためには、政府が一体となって取り組むことが重要でありまして、

経済産業省としましても、地域再生戦略という大きなフレームの下で具体的な成

果が上げられるように、関係各省と連携しながら全力で取り組みたいと思ってお

ります。 

   以上です。 

（大田議員）  ありがとうございました。それでは、自由討議に入りたいと思います。 
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   丹羽議員、どうぞ。 

（丹羽議員） 増田プランは非常によくできていると思います。地方再生５原則に「自

立」の原則、「共生」の原則がありますけれども、やはり地方分権改革推進委員会

としても、地方が自ら考えて、実行できる体制の整備をしていくべきと考えてい

る。自立の精神というのは、大変に大事であります。特に私も地方をいろいろ訪

問したが、本当にうまくいっているというのは、地方自治体の中でも、住民とＮ

ＰＯなど自立の精神が非常に強く、挑戦の気持ちの強いところがうまくいってい

る。成功している地方自治体というのは結構あるわけで、特に町や、あるいは小

さな市では、ほとんど私の訪問したところは、ＮＰＯや住民の協力でうまくいっ

ている。やはり私は、地方の住民が自立の精神を持って、この町を何とかしよう

という意欲を持っている、自ら考えて何とかしようと思っておられる、そういう

ところを自治体が支援して応援をするという体制が一番重要だと思うのです。中

央からお金を出すこともある程度必要だろうが、一番大事なことは、やはり地方

の住民や自治体が自立して挑戦していくという気持ちであります。我々地方分権

改革推進委員会としても、総務省と相談しながら、何とかそういう政策を打てる

ような提言をしてもらいたいと思っております。 

（大田議員）  それでは、伊藤議員、八代議員、お願いします。 

（伊藤議員） この経済財政諮問会議でも、地方会議ということで高松と青森にまい

りまして、地方都市の方と意見交換をさせていただきました。一番印象に残って

おりますのは、地方で、地域住民あるいは顧客がどういうことを望んでいるのか

ということ、消費者の視点に立って改革をしたところが成功しているということ

だと思います。商店街の例で言えば、一番大変だったのは権利調整です。やはり

どういう姿にしていくかがわかっても、それを実現するための権利調整をするこ

とに非常に時間がかかった。そこで、いろいろな方式を編み出して商店街を再生

したところを見せていただきましたけれども、権利調整というのは、国がいろい

ろ頑張れと言ってもなかなか進むものではありませんし、そこに住んでいる人た

ちが、丹羽議員がおっしゃったように、自立の精神をもって取り組んでいただか

ないと実現しないわけです。消費者の視点に立って何が求めているのか、それを

実現するためにどうしたらいいのかにつき、そこに参加する人たちが为体的に取

り組むことが重要である。その中で、もし、規制やそれを阻むものがあれば、そ

れは取り除いていくということが行政、それは国かもしれませんし、地方自治体

かもしれませんけれども、行政の役割であると思います。よって、一番最初の機

動力は、そこに住んでいる人たちから上げてくることが重要だと思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（八代議員） 既に丹羽議員、伊藤議員が言われたとおりでありますけれども、今回

の増田プランは極めて重要な取組だと思いますので、是非事業の事後検証、ＰＤ

ＣＡサイクルをしっかりと機能させる必要があると思います。事業の実行段階で

も 11月１日の民間議員ペーパーで指摘させていただきましたように、省庁横断的

で自由度の高い仕組みとすることはかなり盛り込まれておられますが、他方で民
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間人を中心とする企画・実施体制等について、是非しっかりとお願いしたいと思

います。 

（大田議員）  伊藤議員、どうぞ。 

（伊藤議員） 是非国際的な視点を活用していただきたい。例えば、一昨年から昨年

にかけて一番地価が上がったところはニセコ町なのです。ニセコ町のスキーリゾ

ートにオーストラリア資本が入って、外国人が住めるような建物に改造したり、

オーストラリアからスキーを中心に観光客が大勢来るようになって町がにぎわっ

ている。外国と連携することによって、新しい需要を掘り起こしていく。これは

オーストラリアの方がイニシアティブを取ってやったが、そういう国際的な可能

性、観光客承知や連携の可能性も是非考えていただきたい。農工商連携で北京で

もリンゴを売っていただいたようですけれども、是非国際的にマーケティングを

していくことも重要かと思います。 

（大田議員） ありがとうございました。増田議員、ほかによろしいですか。 

（増田議員） 結構です。 

（大田議員） ありがとうございました。では、この地方再生戦略が効果を生むよう

に、是非増田議員始め、関係大臣に御尽力をお願いいたします。 

   それでは、次の議題に移ります。 

 

○「成長力底上げ戦略」について（ジョブ・カード、最低賃金等） 

（大田議員）最後の議題ですけれども、「成長力底上げ戦略」について御審議いただき

ます。中心はジョブ・カード、最低賃金引上げなどですが、その推進状況につい

て、私から簡単に御説明をさせていただきます。 

   資料の１ページ目。「成長力底上げ戦略」は、経済成長を下支えする基盤、つま

り人材と中小企業の底上げを図ろうというのが趣旨です。 

   ３本の矢がございます。まず１本目の矢である「人材能力戦略」は、フリータ

ーや子育て後の女性等が、企業の現場で、職種別につくられたプログラムに沿っ

て職業訓練を受け、履修証明を得る「ジョブ・カード制度」の導入が大きい中身

であります。２本目の矢であります「就労支援戦略」は、福祉を受けている方に

ついて「『福祉から雇用へ』推進５か年計画」を推進するというものです。３本目

の矢であります「中小企業底上げ戦略」は、賃金の底上げを図る観点から、中小

企業の生産性の向上とともに、最低賃金を引上げるための施策を推進するという

ものです。 

   推進体制は、官民一体となって進めるために、政労使の合意形成を図る「成長

力底上げ戦略推進円卓会議」というものをつくり、これまでに３回開催いたしま

した。地域の実情に応じた取組を行うために、全都道府県に「地方版円卓会議」

をつくっておりまして、これも既に２回開催されております。ジョブ・カードに

つきましては「ジョブ・カード構想委員会」でとりまとめを行っております。 

   ２ページ目、ジョブ・カードについて。推進状況については、「中間とりまとめ」

を７月に行っていただきました。そして、今後の予定については、本年末を目途
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に「ジョブ・カード制度に係る詳細設計」をとりまとめまして、20 年度から本格

実施の予定です。準備の整った企業については、本年度中に先行プロジェクトの

実施を検討しております。 

   ３ページ目、中小企業の生産性向上と最低賃金の引上げについて。一番上の行

に書いてありますように、中小企業等の生産性向上と最低賃金の中長期的な引上

げの基本方針について年内を目途にとりまとめということで議論してまいりまし

たが、最低賃金法改正の議論を見ながら進めておりますので、当初の予定より遅

れております。 

議論の柱としては、中小企業の生産性向上と最低賃金の引き上げがあり、地方

円卓会議でも議論しております。「第４回円卓会議の開催」についてですが、最低

賃金法改正法が成立したことを受けて、年内にも再開し、中小企業の生産性向上、

最低賃金の中長期的な引上げの基本方針について検討を開始いたします。 

   ４ページ目に、円卓会議の構成メンバーについて記載してございます。 

   以上、簡単ですが、私から御説明させていただきました。 

   民間議員からペーパーが出されておりますので、お願いいたします。 

（丹羽議員） 民間議員ペーパー「誰もが能力を発揮できる労働市場に向けて～『成

長力底上げ戦略』の推進～」を御説明します。 

   就業形態の多様化を踏まえた取組が急務であります。フリーターなどの若者に

職業訓練の機会を提供する「ジョブ・カード制度」の導入や、中小企業の生産性

向上とセットになった最低賃金の引上げについて、以下の点を踏まえて着実に実

施すべきと思います。 

   「１．ジョブ・カード制度の導入」についてであります。多くの企業の協力を

得て、幅広い業種でジョブ・カードが普及し、活用されるようにする必要があり

ます。このため、早期の本格実施を目指すとともに、訓練中に資金が必要な方々

への融資等の施策に取り組む必要がございます。 

   「２．中小企業の生産性向上と最低賃金引上げ」について。我が国の最低賃金

は、今年は前年を大幅に上回る引上げとなりましたが、欧米諸国に比べると依然

として低水準にあります。就業形態が多様化する中で、従来と比べると広範な労

働者が最低賃金の対象となっております。今般成立いたしました改正最低賃金法

の趣旨を踏まえつつ、中長期的な引上げの基本方針について、関係者の合意形成

を目指すべきであると思います。 

   この場合、中小企業の生産性の向上を図ることが不可欠であります。11月 14日

に甘利議員から示されました「中小企業生産性向上プロジェクト」の数値目標を

達成できるよう、税制・財政・融資の発動も得て、その着実な実施を図るべきで

あると思います。 

以上であります。 

（大田議員） ありがとうございます。 

   それでは、議論に入ります。 

   御手洗議員、お願いします。 
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（御手洗議員） このジョブ・カード制度は、労働人口が減尐する中で、国を挙げて

職業訓練の機会を積極的に提供し、職業能力の向上を図る最も重要な政策である

と思います。この制度では、企業でのＯＪＴが重要な要素となっております。そ

のために、尐しでも多くの企業がこのジョブ・カード制度に積極的に参加して、

ジョブ・カードの信頼性が高まることが成功の鍵だと思います。来年度からの本

格実施に先駆けて、既に複数の企業が先行的な取組を進めております。今後、さ

らに多くの企業がジョブ・カード制度に参加することを我々は強く期待し、呼び

かけているわけでありますが、政府に対しては、引き続き評価手法の標準化など

で、制度設計で为導的な役割を果たしてほしい。そして、制度全体の整合性が保

てるように努めていただきたいと思います。その際に、中小企業を含むさまざま

な企業の協力が得られやすいように、企業の実態を踏まえた柔軟な制度運営を心

がけていただきたいと思います。 

（大田議員） それは能力の評価ということですね。 

（御手洗議員） そうです。カードを見れば、その人がどういうことができて、その

実力がどの程度かということが一目でわかるように、しかもそれが全国統一され

た評価手法に基づくものである必要がある、という意味であります。 

（大田議員） わかりました。 

   ほかによろしいでしょうか。 

   では、甘利議員、お願いします。 

（甘利議員） まず、底上げ戦略について。中小企業の生産性向上につきましては、

先日御報告いたしました「中小企業生産性向上プロジェクト」に従って、数値目

標、例えば３年間で中小企業 80万社にＩＴを導入する等の達成に向けまして、各

種施策の実施にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 

   ジョブ・カードについて、私が労働大臣のときに、労働省が所管している職業

能力開発訓練機関を全部見直せという指示を出したことがあるのです。というの

は、本当に雇用側が欲しがるスキルアップがなされているのか、指導員に給料を

払うためだけに残してあるようなものがないかを全面点検しろという指示を出し

たことがあります。ですから、今回のジョブ・カードも、企業側がどういうスキ

ルを客観的に判断したいか、企業側が求めていることをリストの中に掲げて、し

かも客観的な評価ができるような仕組みになるよう、採りたい側がどういう能力

を見極めたいのかをしっかり聴取することが必要だと思います。 

（大田議員） わかりました。ほかにございますか。 

   丹羽議員、お願いします。 

（丹羽議員） 最低賃金法が改正されたが、この実効性が上がるように、地域の特性

を反映した労働者の生計費基準にして、かつ生活保護の水準以上でないと労働意

欲を減退させかねないという考え方で、是非適正な水準について、関係者の早期

の合意形成を目指していただきたいと思います。 

（大田議員） 丹羽議員には、メンバーにも入っていただいていますので、引き続き

よろしくお願いいたします。ほかによろしいでしょうか。 
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   成長力底上げ戦略につきましては、着実な実施がなされますように、今日の御

議論を踏まえながら、関係省庁の協力を得て、その推進に努めていきたいと思い

ます。 

   福田議長からはよろしいでしょうか。 

（福田議長） 大丈夫です。 

（大田議員） 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了いたし

ます。 

   本日は、どうもありがとうございました。 

（以 上） 


