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（開催要領） 

1．開催日時：2007 年 12 月 21 日(金） 17:00～18:03 

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 

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 

臨時議員  上 川  陽 子  内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

同     舛 添  要 一  厚生労働大臣 

 

岩 田  一 政  日本銀行副総裁 

高 木  新二郎  「地域力再生機構（仮称）」研究会座長 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）「地域力再生機構（仮称）」研究会・ 終報告について 

（２）平成 20 年度政府経済見通しについて 

（３）平成 20 年度予算編成等について 

（４）少子化対策について 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○「地域力再生機構（仮称）」研究会 終報告の要旨 

（高木「地域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料） 

○地域力再生機構による地域経済の本格的な浮揚を（有識者議員提出資料） 

○中小企業再生支援について（甘利議員提出資料） 

○平成 20 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（ポイント）（内閣府） 

○平成 20 年度予算編成について（額賀議員提出資料） 

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進と少子化対策について 

（上川臨時議員提出資料） 

○ 働きながら安心して子どもを産める社会に（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 
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○「地域力再生機構（仮称）」研究会 終報告概要（内閣府） 

○「地域力再生機構（仮称）」研究会 終報告 

（高木「地域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料） 

○平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成19年 12月 19日閣議了解） 

○参考資料（額賀議員提出資料） 

○仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進と少子化対策について 

（参考資料）（上川臨時議員提出資料） 

○金融・資本市場競争力強化プラン（金融庁） 
 
（概要） 
○「地域力再生機構（仮称）」研究会・ 終報告について 

（高木「地域力再生機構（仮称）」研究会座長、以下「高木座長」） 研究会を７回開き、

昨日、大田議員に 終報告を提出した。資料「 終報告の要旨」に沿って説明する。 

「１．地域力再生機構創設の意義」について。「地域力」の向上を通じた地域経

済の建て直しの一翼を担う。内閣官房でやっている広い範囲の地域再生と違うのは、

個別事業の再生に関連して地域力の再生を図っていくところ。個別事業のターゲッ

トは、①地方の中規模企業と②第３セクター。個別事業に関連して、産業再生機構

であまりできなかった地域の面的再生、具体的にはシャッター街の活性化や観光地

の再生ということにも、公私の団体やＮＰＯと連携しながら関わっていきたい。地

方の民間企業には国際競争にさらされて立ち遅れるなど生産性が低いところがあ

る。生産性向上を図りつつ雇用を確保する。赤字の第３セクターは 2,500～3,000

あると言われている。内閣官房を中心として地方活性化のためにいろいろな施策を

とる一方で、３セクが赤字を垂れ流すというのでは困るので、赤字３セクを再生し

ていく。それにより地方公共団体の財政負担の縮小に寄与する。民間手法、具体的

には産業再生機構のノウハウを承継・発展させ、マーケットを意識した手法、例え

ばＭ＆Ａなどによってこれを行う。地方の企業には中央と比べてあまり洗練されて

いない経営がされているところが多々ある。産業再生機構でもやったことだが、そ

ういったところに団塊の世代で退職した経営能力のある方をＵターン、Ｉターン、

Ｊターンで派遣し活性化を助ける。５年の時限組織は産業再生機構と同じ。また、

産業再生機構を始めたときに比べ、民間再生ビジネスがポピュラーになっている。

民間再生ビジネスにアウトソーシングして、民間のビジネスをスポイルしないこと

を考えている。 

「２．支援対象・支援基準・組織体制」について。支援対象となる企業は、売上

高等の数値は示していないが、地域経済に影響があり、その事業継続が地域にとっ

て有用である、例えば従業員数、下請先数、関連企業数、取引先数等を総合的に判

断して決める。支援基準については、基本的に産業再生機構と同じ。①企業価値を

向上できる、②リストラクチャリング、再構築後は必要な投融資が受けられるとこ

ろまで健全化が図れる、③再生可能性がある等。一言で言えば、ゾンビの復活・延

命はできるだけ避けるということ。第３セクターの支援基準についても基本的には

民間企業と同じだが、例えばバス会社の赤字路線で、採算性は取れないがどうして

も必要なものは、地公体で補助金を出してでも続けていかなければならないところ

もある。何が何でも補助金があってはいけない、民間だけでやれというのではなく、

状況により必要ならば補助金を前提に、「健全性」を判断するプラス要因として考

えることもある。組織・体制は基本的に産業再生機構と同じ。独立・中立・公正・

透明性のある「地域力再生委員会」を、外部有識者も含めて設置し、いろいろな経
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済合理性に基づいて支援するかどうかを決めていく。それ以外、例えばいろいろな

影響でゾンビを生かしてくれという要望があってもお断りする。そういう独立組織

「地域力再生委員会」を備える点が特徴である。 

「３．地域力再生機構の機能」について。デュー・ディリジェンスを実施する。

将来の事業計画案を含む事業再生計画案の策定を支援する。その事業計画に基づき

将来の収益を予測し、それに見合う債権放棄、デット・エクイティー・スワップな

ど財務再構築計画につき、債権者他関係者の同意を得る。債権買取、場合によって

は出資・融資なども行う。人材を派遣する。ただ、清算しなければいけない企業に

ついては、円滑な清算方法を助言していくことも付随的に行う。 

「４．地域力再生機構の業務」について。事業者単独でも、金融機関や地公体と

一緒に申請してもよいが、こちらから手を出すのではなく、支援申込による。具体

的にはＭ＆ＡやＭＢＯによりできるだけ早くイグジットする。経営者退陣や旧オー

ナーの株式消却が基本だが、産業再生機構の場合と違い、多少柔軟な取扱いとする。 

「５．その他」について。役員選任等は主務大臣の認可。支援決定については主

務大臣、事業所管大臣、それから１つ加わったのは、知事からも意見聴取する。そ

れ以外は大体、産業再生機構と同様だが、中小企業再生支援協議会等と連携を図っ

ていくことを考えている。 

（丹羽議員） 民間議員ペーパー「地域力再生機構による地域経済の本格的な浮揚を」

を説明する。 

地域経済の建て直しは、現下の 重要課題の一つであり、地域力再生機構の創設

は、その核となる施策である。地域経済を本格的に浮揚させるため、関係府省庁、

特に総務省、財務省、金融庁、経済産業省が中心となり、金融機関、地方自治体、

地域産業界が一丸となって機構の立上げ、運営に取り組むべきである。 

今回の有識者による研究会の 終報告のうち、特に重要なのは、以下の点である。

今後これらの点を踏まえ、平成 20 年度の機構創設に向けて、法制整備や予算措置

を早急に進めていただきたい。 

重要な点として、１つ目は「民間の知恵とノウハウの 大限の活用」。機構の意

義は、これまで自律的に解決が進まなかった問題を、機構が利害関係者の調整を行

うことで、５年間の時限で集中的に解決することにある。解決には、民間の知恵と

ノウハウを 大限に生かすことが必要であり、民間の有能な専門家を結集すること

が重要である。 

２つ目は「地域経済再生モデルの重点的な開拓」。機構が扱える案件数には限り

があるため、地域経済再生の雛型となる成功事例を示すことを重視し、そこで確立

された地域企業や３セクの再生モデルを全国に連鎖的に広げていくことを目指す

べきである。 

３つ目は「モラルハザードの回避」。支援に当たっては、モラルハザードが生じ

ないよう十分に留意する必要がある。特に、存在意義自体が疑われる３セクの延命

に手を貸すことがあってはならない。３セクに対する地元自治体からの財政支援の

取り扱いは厳格に判断すべきであり、原則として民間企業と同様の収益性の基準で、

機構による支援の可否を判断すべきである。再生可能なコア事業を持たない３セク

は、地方自治体の責任で早期に処理するよう促すべきである。 

４つ目は「機構運営の独立性の確保」。外部の不当な介入により機構の意思決定

が歪められることがないよう、産業再生機構と同様の措置を講ずるべきである。 

５つ目は「国と地方自治体との多様な協力」。地域経済建て直しには、産業再生

機構では限界があった「面的再生」を効果的に進め、新しい再生モデルを構築する
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ことが重要である。そのためには、機構が地域再生計画や中心市街地活性化計画等

の施策と十分に連携する必要があり、計画策定・認定に当たって、国や地方自治体

と協力し合うことが望ましい。 

もう少し数字の面を御説明したい。地域力再生機構が第３セクターを対象とした

意義は極めて大きい。総務省の調査によると、地方公共団体の第３セクターに対す

る出資金が２兆 2,000 億円、貸付金が２兆 5,000 億円、損失補償・債務保証が２兆

3,000 億円、トータルで７兆円である。財政健全化法により、第３セクターの債務

も来年度の決算から地方公共団体の財政に連結される。第３セクター等には業況の

厳しい会社が多いので、将来的には地方公共団体の負担となり、財政基盤の悪化に

つながりかねない。早急に不健全な第３セクター問題の解決を図るべきである。か

なりシリアスな問題として各府省が一丸となって取り組んでいただく必要がある。

我々が考えている以上に、第３セクターの問題はシリアスである。地方三公社を含

めると地方公共団体は全体で 17 兆 3,000 億円の債権がある。経済産業省、総務省、

金融庁、財務省が一体となって、具体的に実効性のある施策を打ち出していただく

ようにお願いしたい。 

（甘利議員） 地域における事業再生の促進は、私どもも重要な政策課題と捉えている。

経済産業省としても、中小企業再生支援協議会の機能強化を進め、民間主導による

中小企業再生の支援体制を整備してきた。協議会では、既に相談取扱件数１万 3,000

社弱、再生計画策定 1,566 件、雇用確保 10 万人以上を達成している。 

今後、中小企業再生支援協議会の一層の支援機能強化のため、各協議会の常駐専

門家を合計 200 名から 300 名に増員して対応能力を向上させるとともに、本年６月

に設置した中小企業再生支援全国本部の常駐専門家を増員するなど、各協議会活動

支援の強化も行うこととしている。 

   地域力再生機構については、特に３セク等の再生について先導的な役割を果たす

ことを期待している。また、中規模企業の支援に当たっては、案件の相互持込、つ

まり、地域力再生機構、再生支援協議会、お互いがお互いのところにより適切と思

うものを持ち込む等、再生支援協議会との適切な連携などにより、地域の事業再生

に向けた取組が効果的に進展することを期待している。 

（伊藤議員） 民間議員ペーパーの「３．モラルハザードの回避」については、経営者・

株主の取扱いが一番重要になってくる。「地域力再生機構（仮称）」研究会 終報告

の 30～31 ページ、「基本的には債権放棄が行われる場合には、経営者の退陣や株主

権の消却など、責任の明確化を原則として検討すべきである」とあり、その後ろに

「こういう場合には」といろいろ付いているが、できるだけ厳格に、特に３セクの

場合には例外なく、経営者の退陣を求めていくことを原則にしていただきたい。中

小企業等の場合にはまた別の事情があるだろうが。 

（高木座長） 御指摘のとおりである。３セクは今まで大きい案件では特定調停などが

行われたところが幾つかある。しかし経営者責任とオーナー責任を明確にしていな

いために問題が残り、２度目の特定調停をしなければいけないようなことになって

いる。オーナーと経営者を入れ替える。これが再生の基本である。その点について

は十分留意してやっていきたい。 

（大田議員） 今日の議論を踏まえ、地域力再生機構の来年度創設に向けて、次期通常

国会に法案を提出すべく政府部内で作業を鋭意進めていきたいと思う。関係大臣に

おかれては、引き続き御協力をお願いする。 

（福田議長） 大田大臣に頑張っていただき、機構の創設に向けて、各大臣と連携して

御尽力をお願いする。 
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（高木座長退室） 

 

○平成 20 年度政府経済見通しについて 

（大田議員） 一昨日、閣議了解をいただいた「平成 20 年度の経済見通しと経済財政

運営の基本的態度」について報告する。平成 19 年度の実質ＧＤＰ成長率は 1.3％程

度、名目成長率は 0.8％程度になると見込まれる。実質成長率は年初の政府経済見

通しよりも 0.7％低くなっている。これは、改正建築基準法施行の影響により住宅

建設が減少していること等に加え、原油価格の高騰によるもの。平成 20 年度にお

いては、国際機関等の見通しに沿って世界経済は減速するものの回復が続くという

前提の下、実質ＧＤＰ成長率は 2.0％程度、名目成長率は 2.1％程度になると見込

まれる。平成 20 年度の経済財政運営については「希望と安心」の国の実現に向け

「自立と共生」の理念に基づき、安定した経済成長を図るとともに改革を進めるこ

ととしている。また、民間需要主導の持続的成長を図り、これと両立する安定的な

物価上昇率の定着に向け、政府は日本銀行とマクロ経済運営に関する基本的視点を

共有し、政策運営を行っていくこととしている。 

 

○平成 20 年度予算編成等について 

（額賀議員） 昨日の閣議で、平成 20 年度予算（財務省原案）を提出した。平成 20 年

度予算編成に当たって、財政健全化の姿勢を内外に改めて明示する意味から、新規

国債発行額を増やさないとの固い決意で臨んだ。このため、これまでの歳出改革の

取組を緩めることなく、社会保障や公共事業を始めとする各分野において徹底した

見直しを行い「基本方針 2006」で定められた歳出改革を確実に進めた。「基本方針

2006」のように、複数年度にわたる歳出改革の内容を定め、それを２年目において

も着実に実施したのはこれまでの予算編成で初めてであり、こうした面でも我が国

の財政健全化に向けた強い姿勢を示すことができたものと思う。 

こうした徹底した見直しを行う中で、成長力強化、地域の活性化、国民の安心・

安全等に資する施策には重点的な予算配分を行った。この結果、新規国債発行額に

ついては 25 兆 3,500 億円程度にとどめることができ、税収の伸びが小幅にとどま

る中で、４年連続の減額を実現した。公債依存度は 30.5％まで低下している。前年

度より 0.2％少なくなった。また、財政投融資特別会計の金利変動準備金９兆 8,000

億円を取り崩し、国債残高を圧縮することとしており、これにより将来の利払費が

軽減され、財政健全化に貢献することができるものと思う。 

歳出においては、一般歳出は約 47 兆 2,800 億円となっている。前年度当初予算

費 3,100 億円の増となり、前年度における伸び約 6,100 億円と比較すれば伸びは抑

制されている。これは基礎年金国庫負担割合の引上げ約 1,400 億円を含む社会保障

の増加がある中で、歳出全般にわたり厳しく抑制した結果である。これに国債費と

地方交付税を合わせた一般会計総額は 83 兆 600 億円となり、対前年度当初予算比

約 1,500 億円の増加となり、これも前年度における伸び約３兆 2,200 億円と比較す

れば、極めて抑制されている。 

各分野の中身について。公共事業を始めとする各経費については「基本方針 2006」

の歳出削減方策に沿った削減を行い、社会保障については年金・医療等の必要な給

付は確保しながら、さまざまな合理化の努力を行い、予算額の抑制を図っている。

一方で、成長力強化、地域の活性化、国民の安心・安全等の観点から、成長分野を

重点的に育成するため、科学技術振興費を前年度から増額し、防災対策や医師確保

対策のための経費にも重点的に予算配分することにしている。さらに、地方交付税
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において 4,000 億円の特別枠を創設し、地方の再生・活性化に必要な財源を確保す

るとともに、地方道路整備臨時交付金の交付率の引上げなど、道路特定財源による

地方の支援を行うこととしている。 

平成 19 年度補正予算については、▲9,200 億円の税収の減額補正が行われ、近年

になく財源事情が厳しい中で、財政規律を緩めないとの方針の下、公債の増発は行

わずに、国民生活の安全・安心、原油高騰対策等の観点に配慮し、必要性・緊急性

の高い経費を計上するとともに、義務的経費の追加等を行っている。 

財政投融資については、政策的に必要な資金需要には的確に対応しつつ、対象事

業の重点化・効率化等を進めた結果、平成 20 年度財政投融資計画の規模は約 13 兆

8,700 億円となっている。 

税制については、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を

実現する等の観点から、法人関係税制、中小企業関係税制、金融証券税制、土地住

宅税制等について適切な措置を講ずることとしている。また、民間が行う公益活動

を推進する観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずるとともに、寄

附税制の見直しを行うこととしている。併せて、地域間の財政力格差の縮小の観点

から、所要の措置を講ずることにした。 

（丹羽議員） 税収が伸び悩む中で、かなりうまく予算を編成されたと思う。成長経済

への移行の重要性と歳出・歳入一体改革を抜本的に進める必要性があるということ

を再確認されたものと思う。 

その中で２つだけ少し気になった。１つ目は、教員の定数増加。議論の過程の中

でもいろいろあったと思うが、アウトカムというか、成果目標を設定してＰＤＣＡ

サイクルを回して検証していくことが必要ではないか。２つ目は、保険者間、特に

健保組合、共済組合と政管健保間の財源調整。これは平成 20 年度予算の緊急措置

として行われたもので、恒常化することのないようにしていただく必要があるので

はないか。 

（伊藤議員） 特別会計から一般会計に繰り入れて赤字を減らす助けにしようというこ

とが行われているけれども、外為特会に関しては、外貨証券を資産とする運用によ

る外国からの利子の受取に対して、それに見合う負債（為券）を発行している。し

たがって、たまたまアメリカの利子が高いから、そこで剰余金が発生しているが、

これは将来、利子が逆転すれば消えるし、為替レートが変動すればそこに損失が発

生するわけで、いつまでも当てにできるものではない。 

本来は、利子受取に対して為券を発行するというのはおかしい。わざわざ特別会

計のために債務を発行していることで剰余金が発生して一般会計に繰り入れるこ

とができるわけで、本来であれば、受け取る利子はそのまま積み立てる方式を考え

るべきではないか。そこからの繰入れは１兆 8,000 億円あるが、これは為券を発行

して国債の発行を圧縮していると考えることもできるので、長短債務の入換えにす

ぎない。しかも、為券は政府の長期債務残高には含まれないから不透明。そこは中

長期的に、是非、制度を見直していただきたい。 

（額賀議員） 丹羽議員から御指摘のあった歳出・歳入一体改革を進めるということに

ついては、我々も財政再建の旗は決しておろさない。そういう意味で継続して、今

後も取り組んでいきたい。 

教員定数増については、行革推進法との絡みもあって、我々は、原則はきっちり

と守らせていただいた。今後も、この方向性は守っていきたいし、量より質だとい

う形で対応していきたい。 

被用者保険者間の、ある意味では融通性、公平を図っていただいたわけだが、い
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ろいろな意見があることは承知している。平成 20 年度はそれぞれ負担を平均化し

ていただいた。平成 21 年度以降については厚生労働省とも引き続きよく検討して

いくという形にしている。 

それから、よく新聞で埋蔵金、埋蔵金と騒がれているが、外為特会については、

１円上がれば 8,000 億円のマイナスになっていくから、それは現実的に、その状況

をよく踏まえた上で心配のないようにしていかなければならない。伊藤議員の言わ

れる原則をよくわきまえながら運用していきたいと思っている。 

（上川臨時議員、舛添臨時議員入室） 

 

○少子化対策について 

（上川臨時議員） 先般取りまとめられた、仕事と生活の調和のための憲章と行動指針、

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略の内容、それらを踏まえた今後の方針に

ついて説明する。 

資料の１ページ目。現在、急速な少子化の進行の背景には、結婚、出産・子育て

に関する希望と現実の乖離の拡大が存在する。また、人口減少下で持続的な経済発

展を実現するためには、若者や女性、高齢者の労働市場への参加が必要である。こ

れらの課題を達成するための鍵は、「就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造」

の解決にあり、そのためには、①働き方の改革による「仕事と生活の調和」の実現、

②多様な働き方に対応した保育サービス等の子育て支援策の再構築を「車の両輪」

として進めていく必要がある。 

２ページ目。１点目の「仕事と生活の調和の実現」について。仕事と生活の調和

のための憲章と行動指針の策定については、６月の「骨太の方針」を受けて、７月

にトップ会議を設けて検討を開始し、先般の合意となった。働き方の見直しはこれ

まで労使の自主性に委ねられていたことから、社会的な広がりに欠けていた。今般、

政労使の合意により憲章と行動指針を定めたことは、今後、社会全体を動かす大き

な起爆力となるものと確信している。憲章は、国民的な取組の大きな方向性を示す

もので、仕事と生活の調和の緊要性、それが実現した社会の姿、関係者が果たすべ

き役割を明示している。行動指針は、企業や働く者等の効果的な取組、国や地方公

共団体の施策の方針を示すもので、社会全体の目標として年齢階層別就業率、年次

有給休暇取得率、第１子出産前後の女性の継続就業率など 14 の数値目標を設定し

ている。また、実現度指標によって全体の進捗状況を把握・評価し、政策に反映さ

せるとともに、学識経験者や労使の代表から成る点検・評価の場を設定する予定で

ある。今後、憲章や行動指針を具体的に実践していくため、官民連携シンポジウム

の開催や労使団体への協力要請、労使、地方公共団体、有識者等による推進会議の

都道府県ごとの設置、積極的に取り組む中小企業事業主に対する助成措置の創設、

などの取組を加速していく。 

３ページ目。２点目の「子育て支援の社会的基盤」について。親の就労と子ども

の育成の両立については、就業希望者を育児休業と保育で切れ目なくカバーできる

体制の構築を始め、育児期の休業取得方法の弾力化、家庭的保育など保育サービス

の提供手段の多様化、保育所から放課後児童クラブへの切れ目のない移行などが必

要である。家庭における子育てについては、親の就労の有無にかかわらず、すべて

の子育て家庭を対象に、一時預かりの再構築、ニーズに対応した経済的支援の実施、

妊婦健診への支援、地域の子育て支援拠点の整備、養護体制の充実などが必要であ

る。こうした社会的基盤を実現するためには、一定程度の効果的な財政投入が必要

である。諸外国の家族関係支出は、我が国がＧＤＰ比 0.75％であるのに対し、イギ
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リス、ドイツ、フランス、スウェーデン等は２～３％を投入している。また、近年、

出生率が回復しているフランスの家族関係支出を日本の人口規模に換算すると、約

10.6 兆円の試算がされる。現在の家族関係支出は、2007 年度推計で 4.3 兆円。女

性の就業率上昇に伴う保育ニーズへの対応など、仕事と生活の調和の推進を実行あ

らしめるとともに、すべての子どもたちの育ちを支える社会的基盤の整備に必要な

社会的コストについて、現行制度を前提に試算すると、追加所要額は 1.5 兆円。さ

らに、スウェーデンは女性の就業率が８割ということだが、就業率がスウェーデン

並みに上昇し、育児休業給付の充実等も図れるということで試算した場合に 2.4 兆

円。なお、この試算には施設整備やサービスの質向上に関する費用は含まれていな

い。また、児童手当の給付額は現在１兆円だが、月３万円を中学校卒業まで所得制

限なしで支給した場合を機械的に試算すると、追加所要額は 5.4 兆円程度となる。

一方、費用負担については、現在、国・地方公共団体の公費で８割、労使の保険料

等で２割。児童福祉、母子保健、医療保険、雇用保険の各制度の考え方に基づいて

給付内容や費用分担が定められており、体系立った制度となっていない。こうした

点も踏まえ、関係者の選択が中立的となるような費用負担の在り方など、国・地方

公共団体、事業主、個人の負担・拠出の組合せにより支える具体的な制度設計の検

討が必要である。具体的な制度設計を進めるに当たっては、税制改正等による一定

の財源確保が前提となるが、家庭的保育等の制度化や地方公共団体と事業主が策定

する次世代育成支援の行動計画に基づく取組の促進など、先行して実施すべき課題

については直ちに検討に着手し、必要な法律の見直しを検討する予定である。 

今般、定められた憲章と行動指針を空手形にさせないためには、地域や企業の推

進体制づくりを早急に進めるとともに、実行できるものについては直ちに進める必

要がある。まず、地域の推進体制としては、都道府県と市町村に少子化対策推進の

ための本部を設置するなど、全国ベースで体制を整備する予定である。地域の子育

て支援については、全体的な底上げを図りつつ、総務省の「頑張る地方応援プログ

ラム」のように、積極的に取り組む自治体を重点的に支援することも重要となる。

その際、広域連携の活用など、効率的なサービス提供も研究していく必要がある。

また、企業においても次世代育成支援の枠組みを積極的に活用していただき、ワー

ク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいただく必要がある。そのため、企業内

に言わばチーフ・ワーク・ライフ・バランス・オフィサー、略称としてＣＷＯとも

いうべき高いレベルの責任者を定め、企業トップのイニシアティブの下で、取組を

トップダウンで強力に推進していただくことも考えられる。 

今回のコスト試算が示すとおり、仕事と生活の調和の推進に伴い、子育て支援の

社会的基盤に対する需要が高まる。憲章をきっかけに社会全体の気運が高まりかけ

ているにもかかわらず、社会的基盤整備は財源を確保できないから後回しにするこ

とは決して許されるものではない。第２次ベビーブーム世代、1971～1974 年生まれ

の世代が既に 30 歳代半ばとなっているにもかかわらず、期待されていた第３次ベ

ビーブームは残念ながらまだ到来しておらず、少子化の状況は黄信号から赤信号に

変わりつつある。ここ一年一年の取組が勝負である。今ここで、国が社会的基盤の

整備を強力に進めるなど強い意志と実行力を示さなければ、日本の未来はないと言

っても過言ではないとさえ考えている。平成 20 年を「仕事と生活の調和元年」と

位置づけ、先行して実施すべき課題はもとより、具体的な制度設計についても厚生

労働省を始め関係省庁と連携し、断固とした決意で取り組む考えである。そのため

に必要な財源については、「未来の投資」として、その確保に御配慮・御協力をお

願いしたい。 
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（八代議員） 民間議員ペーパー「働きながら安心して子どもを産める社会に～利用者

本位の少子化対策を～」を説明させていただく。 

我が国では、平成元年の 1.57 ショック以降、少子化対策が講じられているが、

いまだ出生率低下の流れは止まっていない。子どもを持ちたいすべての夫婦が安心

して家族を増やせるような社会、経済的懸念や仕事のために出産をあきらめること

がない社会をつくることが政府の役割であるので、持続的な経済成長を実現させる

こととあわせ、効果的かつ集中的な少子化対策を講じなければならない。 

「１．少子化の流れが止まらない日本」。まず就労か出産かの二者択一の状況が

依然として続いている。職場に代替要員がない、あるいはパートタイム労働者等は

育児休業が取れない、多様な働き方が用意されていない、出産後の子育てとの両立

が困難である。こういう状況を速やかに変える必要があるのではないか。 

画一的で多様なニーズに応えられない保育サービスももう一つの要因で、都市部

を中心に保育所の数が不足している。また、これは大事な点だが、認可保育所では

休日保育が基本的になく、夜間保育などの利用制約も大きい。したがって、仮に認

可保育所の定員に余裕があったとしても、使えない人たちが実はかなりいる。また、

年度途中での入所が簡単ではないなど、さまざまな制約がある。保育ママ、認定こ

ども園などの多様な保育サービスが欠如している。 

出産への不安もあり、産科医の不足の問題。これは訴訟リスク等による面もあり、

無過失補償等の整備も検討されているようだが、これを速やかにお願いしたい。健

診費用・分娩費用等の負担など、出産への不安がある、育児の孤立化に伴う育児不

安の問題等がある。 

上川臨時議員も言われたが、家族政策への支出割合が低い。家族政策への支出は

将来へのリターンであると同時に、直近にもリターンを生む。つまり、これまで働

かなかった女性が働くことによって経済活動も活発になり、税収や社会保険料収入

も増える。これは、政府にとっては必ず返ってくるリターンでもある。 

２ページ目。「２．少子化の流れを止めるための７つの提案」を出している。 

「保育サービスにおけるメニューの多様化と量的拡大を実現する」ということで、

「①保育所以外の保育サービスも全国各地域で利用できるようにする」。認定こど

も園がせっかくできたが、その認定手続が難しい。依然として省庁をまたがる補助

金の一元化が進んでいない。旧幼稚園の方には、旧保育所と違って補助金が十分に

行かないという問題もある。また、保育ママ制度及び一時預かり制度の位置づけが

自治体によって必ずしも明確ではなく、これを明確にする施策を早急にお願いした

い。 

「②保育所の入所待ち児童の完全な解消を実現する」。今の保育所の基準は全国

一律であるため、地価が高い都市部ではなかなか整備が難しい。施設基準等を地域

の実情に応じて弾力的に見直す必要がある。公立保育所の民間委託・委譲を進め、

それによって経営の効率化を図るべき。経営の効率化とは単なる予算削減ではなく、

限られた予算で保育サービスを充実させるための原資を提供するものにもなる。 

これが一番大事だが、「③利用者の選択を保証する」。（注）にもあるように、現

行制度では、保育所の利用に関して、利用者の希望は聞きつつも 終的には市町村

が利用保育所を決定する仕組みである。これによって保育所間の競争が働きにくい。

また、居住地と異なる市町村の保育所への入所は優先順位が低いなどの問題がある。

これは、実は 2000 年に介護保険ができる前の高齢者介護と全く同じ状況である。

高齢者介護の方は社会福祉法ができたことによって措置ではなくサービスである

という形になった。保育はそれが１世代遅れていて、依然としてサービスではない
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という形になっている。是非、介護と同じような形で、利用者の選択を保証する仕

組みにしていただく必要があるのではないか。少し補足すると、具体的には自治体

が保育料を徴収する仕組みとなっているが、これを利用者が直接払う、直接契約に

すること。また、サービス提供者に対する助成を利用者数に比例させるというか、

一種のバウチャーのような形にしていくこと。それから、利用サービス内容に応じ

た多様な料金体系へと転換させるということなどが、保育サービスをきめ細やかに

すると同時に、これによって必要な保育所の数がもっと増えるという一つのインセ

ンティブになるのではないかと思われる。 

２つ目の大きな柱として「出産・育児への経済的支援を効果的に行う」というこ

とで、「④妊婦健診の費用負担を軽減する」。自治体の無料健診への取組状況等を検

証していただくとともに、この分野では諸外国と同様に、健診費用や出産費用の健

康保険での取扱い等を是非検討していただきたい。 

３ページ目になるが、「⑤児童手当・税の扶養控除のあり方を再設計する」。より

少ない財源でより多くの効果が得られるように、児童手当と税の扶養控除のあり方

を是非検討すべきで、「給付付き税額控除制度」という諸外国の仕組みについても、

日本でも是非参考にして検討していただきたい。 

３番目の柱が、上川臨時議員から御説明いただいたワーク・ライフ・バランスで、

これは官民連携によって是非実現していただきたい。推進のための官民トップ会議

があるので、短時間勤務やテレワークの拡大など、柔軟で多様な働き方の推進に向

け、今後、企業の具体的取組等を御検討いただきたい。 

後に「⑦多様な働き方に対応した税・社会保障制度を構築する」。これは扶養

家族が働くことが不利にならないような税制や社会保障制度に変えていただきた

いということ。 

「３．今後の進め方」としては「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会

議のとりまとめを踏まえ、総合的な少子化対策の制度体系について早急に検討を開

始し、新たに設置される社会保障国民会議とも連携をとって、来春を目途に国民に

わかりやすく具体案を提示することが必要。 

経済財政諮問会議においても中間段階での報告をお願いしたい。それによって継

続的な議論を行い、また、ワーク・ライフ・バランスの取組の推進状況や官民トッ

プ会議での議論の状況についても適時御報告をお願いしたい。 

（舛添臨時議員） １つは少子化対策について。これは上川臨時議員も言われたように、

将来への投資であるが、将来の労働力人口の確保のためにも、考えないといけない。

こういう施策のコスト負担は社会全体で考えないといけない。それでは、税か社会

保障か。例えば保険かということも含め、こういう点もきちんと手当てをしないと

いけない。保育制度の話が出たが、サプライサイドに関して、やはり、財源の問題

と表裏一体であり、どういう形で次世代支援策を考えるかというのは財源の問題と

相当密接に絡むと思う。 

私も介護保険導入にずっと関わってきたが、八代議員からお話のあったように、

例えば介護保険と同じようなものを保育保険という形で入れることを将来的に考

えるとすれば、これは税か保険かの議論はあるが、やはり同じような議論がまた起

こると思う。そこのところもしっかり進めた上で、本当に困っている貧しい子が先

ほどの御提案のようなことで保育所に行けるのか。まさに財源の問題もあるので、

この問題を全く検討しないということではなく、先ほど言われた「子どもと家族を

応援する日本」重点戦略についても、保育所における直接契約の導入についても、

今後、議論は進めたい。 
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私も現実に子どもを抱えているので、保育の質は非常に気にかかる。母親を介護

したときもそうだったが、質の確保ということを考えないと、この施設に預けてよ

いのだろうか、この保育所でよいのだろうかということがある。そういう面の手当

てもきちんとやらないといけない。 

（八代議員） 舛添臨時議員が言われたように、保育保険という構想もあるが、そこま

で話を進めなくても、少なくとも福祉サービスに関わる社会福祉法の中に保育も含

めることが考えられる。これは現に厚生労働省内でも検討されたことだが、保育担

当の強い抵抗によって入れられなかった。保育所の事業・供給面を弾力化すること

だけでも、当面は非常に大事なことだと思っている。 

（舛添臨時議員） わかりました。 

（伊藤議員） 財源の問題について。私は新たな財源はほとんど必要なく、健診と正常

分娩の健康保険化はできると思う。というのは、健康保険で出産が終わった後に一

時金 35 万円が支払われることになっている。これは後払いだが、健診費用と正常

分娩費用をカバーしていると考えられる。受け取る方は多分そういうふうに考えて

いると思う。後払いだ。一時金 35 万円を廃止して、健診と正常分娩を保険の対象

にするということで恐らくとんとんになる。高い病院、安い病院があるので必ずと

は言えないが、恐らく３割負担で出ていく本人負担の分が発生するが、健康保険の

収支としては、一時金を廃止すればほとんど変わらない。だから、財源の問題では

なく、どこのリスクをどういう形でカバーするのかということと、前払いか後払い

かということだと思う。そこは発想を変えていただいて、やはり、リスクはカバー

する。 

初の健診で非常にちゅうちょするような、所得の低い方が健診をスキップして

いるために、かかりつけの病院がない、かかりつけの病院がないから受入れを拒否

されてしまうということが起きているらしい、というような報道がある。というこ

とは、やはり健診を保険化することによって健診を受けやすくすることで、今、社

会問題化している受入れ拒否の問題も解決の方向に行くだろう。是非、諸外国の例

も含めて、その方向で検討していただきたい。 

（御手洗議員） 上川臨時議員が企業の取組について触れられたので、一言コメントす

る。ワーク・ライフ・バランスを実現することによって、個人の働き方にさまざま

な選択肢が生まれ、個人の生活が非常に充実する。それと同時に、多様な個人の能

力が引き出され、その結果として企業の生産性が高まる。こうしたワーク・ライフ・

バランスの重要性に関する認識は、既に企業の間にかなり浸透している。具体的に

は、多くの企業がノー残業デーを実施しており、育児休業や短時間勤務の推進、企

業内託児所の設置などにも積極的に取り組んでいる。ただ、こういう場合に一番肝

心なのは、やはり押しつけではなく、労使が協調して自発的に取り組んで進めてい

くことだと思う。 

今回、憲章や行動指針ができたので、それを契機として、産業界としてもワーク・

ライフ・バランスの実現に向けた取組を更に強化していきたい。 

（丹羽議員） 子どもを産むかどうかを決める原因は、個人によってさまざま、いろん

な理由があるかと思うが、 も根本的な、大きな要因は、将来の雇用や所得環境に

希望が持てるかどうかということだと思う。子育て環境の整備やダイバーシティー、

多様な働き方の促進も少子化対策として勿論重要だが、人々の豊かな生活が実現で

きればこそということであろう。何よりも実質２％以上の経済成長を目指して、成

長力強化に向けた取組と一体的に進めるべき。 

２つ目の問題は、東京と沖縄では、当然、子どもを産む前やその後の育児につい
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ても圧倒的に状況が違う。一律ナショナルスタンダードでなく、地域の実情に応じ

て対策を打つ。つまり、政府のやる部分も当然必要だが、地方自治体が中心になっ

て、施策を進めていくという視点を欠かせてはならない。 

（伊藤議員） 上川臨時議員の御提案のうち、ＣＷＯは是非、霞が関から始めていただ

きたい。週休２日も霞が関から始まって広がった。 

（甘利議員） 労働力人口の減少が進む中で、日本が持続的な経済成長を成し遂げてい

くという観点からも、少子化対策は重要な課題と我が省もとらえている。 

仕事と家庭を両立して、子育てしやすい環境整備を進めなくてはならないが、例

えば電車通勤者の場合、企業に託児施設があったとしても、子どもを連れて満員電

車に乗ることはできない。自宅を出て駅に向かう。その駅の直前で子どもを預けて

出勤できるように、駅前商店街の空き店舗などを活用して子育て支援施設を整備す

るといったことが大切で、経済産業省ではこういった商店街への補助を行っている。 

また、子どもを連れて電車通勤せざるを得ない方のために、女性専用車両のよう

に子ども連れ専用車両のような、子ども連れで安心して乗車できる車両の導入とい

ったことも検討してはいかがか。また、車で通勤する場合は、会社内に託児施設が

あれば子どもを連れて出勤することができるが、事業所内託児施設を設置する中小

企業の先進事例の普及・啓発や、託児施設の整備に取り組む企業への税制面での支

援などを行っている。 

今後とも、関係省庁とも協力して知恵を絞りながら少子化対策に積極的に取り組

みたい。 

（額賀議員） 丹羽議員の意見に賛成。バブル崩壊後、若い人たちがフリーターなどと

なり、まともな職に就けない。20 代後半や 30 代の人の所得が 200 万円くらいで、

結婚しようとはなかなか言えない。やはり企業の皆さん方も、リストラや合理化で

収益は上げたが、将来の労働力を育てるというか、人口減少が下げ止まりするとい

う観点から、中長期的に見て、賃金などにも向け、全体のバランスを是非取っても

らいたい。 

（大田議員） 今日は来年に向けての少子化対策の議論のキックオフなので、今後引き

続き経済財政諮問会議でも議論したい。新しくできる社会保障の国民会議でも恐ら

く議論されるテーマになるだろう。関係大臣におかれては、また議論の御協力をよ

ろしくお願いする。 

（福田議長） 御議論を伺い、この問題はなかなか大変な問題であるということを改め

て感じた。少子化対策は本当に力を入れていかなければいけない課題だと思ってい

る。政府としても利用者の立場に立った体制づくりを急ぎたい。そのために、厚生

労働大臣、また、少子化対策担当大臣におかれては、本日の民間議員の提案を踏ま

え、来春を目途に具体案の検討を進めていただきたい。 

（大田議員） それでは、そういうことでよろしいか。 

（上川臨時議員） はい。 

（舛添臨時議員） わかりました。 

（大田議員） 今日はどうもありがとうございました。 

お手元に前回の経済財政諮問会議で御審議いただいた「金融・資本市場競争力強

化プラン」の 終版を配付しているので、後ほど御参照されたい。 

 

（以 上） 

 


