
  

  

  

  

 

 

     

      

  

      

      

   

       

 

   

      

  

  

      

 

 

 

 
 

 

 

平成 20 年第９回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2008 年４月 23 日(水） 17:50～19:06 

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 白 川 方 明 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 舛 添 要 一 厚生労働大臣 

同 上 川 陽 子 内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）生活直結型産業について 

（２）「新雇用戦略」について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○生活直結型産業の発展に向けて（有識者議員提出資料） 

○生活直結型産業の発展に向けて（甘利議員提出資料） 

○生活直結型産業とＩＣＴ（増田議員提出資料） 

○「新雇用戦略」について（舛添臨時議員提出資料） 

○３年間で２２０万人の雇用充実に向けて（有識者議員提出資料） 

○労働力確保に向けた企業の取組（額賀議員提出資料） 

（配布資料） 

○ソーシャルビジネスの振興について（参考資料）（甘利議員提出資料） 

○「新雇用戦略」について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） 

○産業・地域・教育が連携した雇用戦略（参考資料）（甘利議員提出資料） 

（概要）

○生活直結型産業について

（八代議員） 民間議員ペーパー「生活直結型産業の発展に向けて」について説明する。 
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国民の潜在的ニーズが高い健康や生活に関わる産業は、今後の成長分野である。

これら生活直結産業は、需要、技術、人材等の面で潜在的な可能性が大きいという

好条件下にあるにもかかわらず、本格的な発展には至っていない。これは古い規制

等の障害があるためなので、政府を挙げてそういうものの克服に努め、生活直結型

産業の発展に取り組む必要がある。 

発展に向けた３つの視点にということだが、生活直結型産業は具体的には医療・

健康支援、保育、介護・生活支援、教育、移動などのサービス分野が該当する。こ

れらの産業の本格的な発展のためには、以下のような取組により市場の革新を進め

ていくことが必要だ。第１は、利用者の立場で規制を見直すという規制改革の視点。

第２は、ＩＴ等新技術の活用を徹底するという視点。第３は、団塊世代や女性の参

画を進めるという視点である。 

２番目に、医療・健康サービスについて。利用者の立場に立った規制改革とＩＴ

の活用で、例えば在宅で医療・健康支援サービスを受けられるようにすべきである。

この具体的な中身としては、画像診断による遠隔医療の推進というのがある。医

師不足が深刻化し、遠隔医療への期待が高まっているが、遠隔医療の整備目標すら

定められていない。約 300 件のプロジェクトが進められていると聞くが、ほとんど

が無償で医療機関の持ち出し。本格的な実施のためには診療報酬の配分モデルが必

要ではないか。画像技術は飛躍的に進歩しているが、ＩＴによる「画像診断」が診

療として認められる範囲が極めて限定的。保険の対象にもなっていない。離島など

は当然だが、そうでないところでも在宅患者への遠隔医療サービスを拡大していた

だきたい。昔は往診というのがあったが、昀近はほとんどない。その意味でもせっ

かくのＩＴ技術を在宅医療に活用するということが大事ではないか。 

次に、民間企業の「健康コールセンター」設置の解禁。生活習慣病の場合は、患

者と看護師のいるセンターが電話や電子メール等で連絡を取り合い、在宅で健康管

理のサポートを受けられる仕組が有用である。欧米では、トレーニングを受けた看

護師等を配置した「健康コールセンター」が民間企業によって設置されている。日

本でも、例えば、非常に多忙である病院のアウトソーシングの受け皿という形で可

能にする必要があるのではないか。これは診断に当たるのかどうかという非常にグ

レーゾーンにあるので、どこまではよくて、どこまではだめかというのを明確にし

ていただくことが望ましい。具体的な応用先としては、喘息発作予防のための自己

管理支援サービスとか、糖尿病の重症化予防サービスという点があるかと思われる。

３番目は保育サービス。これも長年の課題だが、保育サービスを飛躍的に充実す

るために、利用者の立場に立って規制改革を進める必要がある。関係大臣におかれ

ては、経済財政諮問会議や地方分権改革推進委員会等の次の指摘をしっかりと受け

止めていただきたい。 

第１は、保育サービスの見直し。現在は市町村が利用者を保育所に割り当てる、

事実上の割当制度になっている。こういう現行の仕組を改めて、利用者が保育サー

ビスを介護と同じように、自ら選択できる制度へと転換する必要があるのではない

か。また、保育所の調理室の必置や面積等の昀低基準。これは大都市部とそれ以外

等、地域によって実情が違うことから、全国画一ではなく、自治体に委ねる必要が

ある。後で財源という話が出てくると思う。それは勿論必要であるが、現在、公立

保育所のようにかなり高コスト構造のものもあるわけだから、財源問題と切り離し

ても改善する余地は十分にあるのではないか。つまり今の財源の下でも、この割当

制度を契約制度に変える余地は十分にあるのではないか。 

第２に、認定こども園、保育ママの拡大。認定こども園等の文部科学省、厚生労
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働省の「二重行政」を解消し、その普及を促進する。特にゼロ歳児等を始めとする

高コストのところについて、保育ママの制度化を進める。保育ママにはさまざまな

資格が必要とされているが、例えばこどもを育てた経験のある人であれば一定の専

門的な訓練を受けることで得られるような形で、資格要件の緩和を行う必要がある

のではないか。 

４番目は、介護・生活支援サービス。ＩＴやロボット技術を活用して、介護や生

活支援サービスの質を高め、併せて介護現場の負担の軽減を行う必要がある。介護

保険等で新しい技術を積極的に活用する。介護・生活支援の新しい技術や機器は、

介護保険や保育現場で迅速に活用しなければいけないが、新しい技術の効果を評価

するシステムがなかなか確立されていないために活用が遅れている。介護の現場で

効果の測定や評価を行い、効果が見込まれるものは早期に導入するような仕組とし

ていただきたい。 

５番目は、教育サービス。社会人の再教育や、能力開発のための教育訓練のニー

ズは非常に大きい。これらのサービスを利用しやすい環境づくりを進める必要があ

る。例えば一つの手段として、地域のニーズに応じた公立学校の教室とか体育館等

の設備を例えば放課後や週末等に開放する。このためには安全管理が当然きちんと

なされる必要があるが、それによって多様な利用者が低コストで公益性の高い教

育・訓練サービスを受けられるようにする。具体的に言えば、ＮＰＯによる日本語

学校等があるが、これ以外にも例えば不登校児童のための学校であるとか、今の学

校制度の枠に入らないような教育サービスへの潜在的需要は大きいのではないか。

６番目は、移動サービス。高齢者などのニーズにきめ細かく対応する新サービス

がまだまだ不十分。多様なサービスが提供されるように、例えばタクシー運賃の総

括原価方式の見直しがある。タクシー運賃は御承知のように「総括原価方式」によ

り平均原価に利潤を載せた上限運賃の設定が行われている。これは国土交通省で見

直しの議論が今なされているが、従来のような護送船団方式ではなく、タクシーの

サービス競争がもっと行われ、利用者のニーズに応える努力をした事業者が伸びる

ように、根本から見直す必要があるのではないか。また、ＮＰＯ法人等によるボラ

ンティア有償運送の円滑実施。これは大分進んでいるが、過疎化・高齢化が進む中

で、高齢者の身近な移動手段としてのボランティア有償運送サービスが地域で円滑

に実施できるよう、登録手続の透明化、簡素化を進める必要がある。 

７番目はコミュニティ・ビジネス。子育て、介護、地球環境、教育、まちづくり、

移動など、これまで行政が行ってきたサービスのうち、可能なものを地域住民が自

ら行うコミュニティ・ビジネスを育てるということは、サービスの充実だけでなく、

高齢者や女性の雇用・起業の機会拡大としても重要であり、是非取組みを進めるべ

きだ。 

以上のように、生活直結型産業というのは、各省のさまざまな制度に深く関わっ

ているために、政府が果たすべき役割は他産業に比べて極めて大きい。従来のよう

に縦割ではなく、横断的な取組が是非とも必要であるので、少子化政策担当大臣、

厚生労働大臣、経済産業大臣等関係大臣の強いリーダーシップで本格的な取組みに

着手していただきたい。 

昀後に、特に保育サービスについて、規制改革など、今の財源のままでも取組可

能な課題はたくさんあるので、効率化すべきものは効率化し、財源を効率的に使っ

ていくということを改めて強調させていただきたい。 

（舛添臨時議員） この分野において、厚生労働省としても、関係省庁と連携しつつ「健

康日本 21」の推進、新待機児童ゼロ作戦の策定・展開、福祉用具及び医療機器の開
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発の促進を行ってきた。こういう生活直結型産業の革新が生活の安心や豊かさの土

台となって、消費者・生活者のニーズや満足を深める方向に持っていけば、大変結

構である。 

その上で、御指摘のあった点に幾つか指摘をしておきたい。 

まず、画像診断による遠隔医療の推進。これは先ほど八代議員がおっしゃったよ

うに、僻地医療などの場面には非常に有効であるし、診療報酬の対象にしているけ

れども、やはり基本は医者と患者が直接に向き合うことだ。あくまでサプリメンタ

リーな感じだろうと思う。 

特に、どうしても年を取れば取るほど、じかに先生に手を触ってもらいたいとか

いうのがある。ですから、その点をどうするかということだ。 

それから、健康コールセンターも保健指導の範囲ということなら結構だが、実は

医師不足対策で今、大がかりなビジョンをまとめている。コメディカル、つまり看

護師、助産師、薬剤師の人が、今、医師がやっているところを代替することができ

れば、かなり医師の負担が減る。そういうことも含めて、検討の余地はあると思う

が、どうしても安心・安全として、やはり医者の一言が欲しいというのをどうする

かというのはある。 

保育サービスについては、この前からずっと議論はあるが、基本はやはり安かろ

う悪かろうということであってはならない。福祉という視点が重要なので、高コス

ト構造の改善という点は御指摘があるが、財源を前提に置いた上で、親から見ると

安心してこどもを預けられるという意味での、こどもを良好な環境で育成するとい

う保障が必要だろうと思う。それをどうするかということだ。以前から幼稚園と保

育園については、担当省が違い、それぞれ教育、福祉という違いはある。実はこの

前、認定こども園へ上川臨時議員と行ってきたが、やはり賛否両論があった。あと

一つ、先ほどおっしゃらなかったことだが、こどもの立場から見たらどうなのかと

いうこと。こどもの立場から見て、認定こども園で、幼稚園関係の子は先に帰って、

私のところはお母さんが何で来ないのかというこどもの声がある。そういうことに

対してどう対応するかということはあるが、御意見を踏まえて財源の確保を前提と

した上でやっていきたい。 

その他、社会保障制度というのは、昀後のセキュリティーのネットであるから、

何とか国民の安心・安全を確保するために、いろんな良い点は取り入れながら、大

改革をやってまいりたい。 

（八代議員） 昀後に舛添臨時議員がおっしゃった子どもの立場から考えるということ

は、非常に大事なことだが、ともすれば、伝統的な旧厚生省の立場は、あたかも親

と子どもの利益が相反するような前提で子どもの利益を国が守るべきというお考

えが多いのではないかと思うが、必ずしもそうではない。 

例えば旧労働省でやっている企業内保育所などでは、そういう視点は全くないわ

けで、やはりそこは、原則的には親が子どもの利益も代表していると考えていいの

ではないかと思う。 

それから、今、おっしゃった認定こども園についても、私は逆の声も聞いている。

つまり、幼稚園の方は半日位で帰らなければいけないのが、保育園の方はまだまだ

友達と遊んでいられる。子どもを含めて、利用者、消費者の視点を考える必要があ

るのではないか。 

（伊藤議員） 保育サービスで、福祉の観点ということをおっしゃられたが、やはり福

祉というところで一つ線を引くというのは、あまり現実的ではなくなってきた。グ

レーゾーンがあるわけだ。本当に貧しくて、働かなくては生活そのものが成り立た
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ないという従来的な福祉の対象としての保育所がある一方、共働きで、できれば何

時間でも預かってもらえれば、女性の進出や雇用の増大にもつながるということも

ある。必ずしも福祉の対象ではないが、ちょっと預かってほしいということがある

中で、そこで一線を引いて、ここから先は福祉で、そこは安く高品質のものを提供

するけれども、数は限られますよ、それ以外の人はだめですよ、あるいは４月１日

を過ぎたら申し込めませんという形での待機児童がたくさんいるということが、果

たして社会にとって幸せかということを少しお考えいただきたい。 

宝くじに当たるように、非常に安い保育料で預かってもらえる人がいる一方で、

全くあぶれてしまうということがある。財源の話は出尽くしているので申し上げな

いが、やはり預けたいという人が何月にでも申請できてすぐに預かってもらえる、

仕事を探すときから預かってもらえるという形の社会をつくることが急務だと思

う。 

また、こどもの観点ということだが、保育サービスが充実していないがために、

こどもを産むのを躊躇する、特に２番目のこどもを産むのを躊躇する人たちが何人

もいると思う。推計は難しいが、私の周りにもいる。そうしたら、生まれてこなか

ったこどもの権利はどうなるんだ、そこの利益は誰が代弁しているんだということ

になると思う。 

したがって、こどもの権利というのは、余り軽々しく議論できないと思うが、や

はり今、生みたくても保育サービスで躊躇する人が何人いるのか少し考えるべきだ。

（上川臨時議員） ただいま御説明がありました健康支援や保育、また高齢者支援サー

ビスなどの分野は、非常に国民の潜在的ニーズが高い分野であると思っており、成

長産業としての大きなポテンシャルを秘めている。 

質の確保を図りながら、その発展を実現していくことが大変重要であるが、生活

直結型の産業ビジョンについては、「少子化対策」と「仕事と生活の調和の推進」

を担当する大臣としても、積極的に取り組んでまいりたい。 

ただいま御指摘があった子どもの視点ということで、地域の中で子どもが育つ環

境を昀大限ベストな状態で提供していくことは、大変大事だと思っている。御指摘

にあった「利用者の立場に立って」というところで、有識者議員提出資料「生活直

結型産業の発展に向けて」の２ページの「保育サービス」のところも書かれている

が、これは、利用者は勿論、親という視点の部分の説明ではないか、と考えており、

子どもがそこに預けられているという意味で、保育のサービスを受けていくという

視点は、やはり絶えず大事にしていかなければいけない。 

更に、先ほど「生まれる時期によって、制度の仕組みが４月から始まるというこ

ともあるので、それで生むのを躊躇する」という話がありましたが、ニュージーラ

ンドでは、プランケットというサービスによって、子どもが生まれた時点で、社会

がその子どもをしっかりと支えていく、ということをもう 100 年実現している。あ

くまで子どもの視点を大切にした社会が成り立っている。その部分がベースにない

と、利用者の視点としての「働く親にとって便利なサービスである」という形の中

で、それがうまく両輪として機能してこないのではないかと思う。一番の前提に、

社会全体で子どもの健やかな成長を保障していくという視点を土台にした上で、さ

まざまな制度そのものがその視点でリストラクチャリングされていくということ

が大変大事である。そういう点も含めて、関係大臣とともに取り組んでまいりたい。

（甘利議員） 医療・健康支援サービスや、介護サービスなどの領域において、いかに

して民間企業の活力を引き出していくかを考えることは重要である。 

予算委員会でも質問が出たが、岩手県の遠野市では、経産省と連携して、携帯電

5


平成 20 年第９回経済財政諮問会議 



 

   

   

   

 

   

 

   

   

   

話を活用した妊婦の遠隔健康診断の実証実験が行われている。当地には産婦人科医

がいないので、事業開始から１年で 38 人の妊婦の方がこのサービスを利用した。

地元における満足度も非常に高いと報告を受けている。こうした遠隔医療を全国的

に展開していくためには、積極的に取り組んだ病院などが十分に報われるという仕

組みが重要である。 

更に、高齢者や障害者支援へのロボット活用の可能性も高い。既に歩行や介護者

をベッドへ乗せ移す作業を支援するロボットなどの実証段階のものも多くなって

いる。しかし、実際に使用する際のルールや基準が未整備であるために、導入が容

易でない場合がある。今後、実証実験を通じた合理的なルールや基準の策定等によ

って、これらの新しい技術が活用できる環境整備を進めることが必要である。 

生活直結型産業が発展していくためのインフラ整備も重要である。例えば医療や

健康分野への投資効果を「見える化」する「健康会計」の検討を進めていくことも、

多額に及ぶ健康関連投資を効率的に進めていく上で重要である。 

有識者議員提出資料「生活直結型産業の発展に向けて」の中に、コミュニティビ

ジネスに関する指摘がある。地域的な課題も含めて、広く社会的な課題解決を図る

「ソーシャルビジネス」の振興に各省と連携をしながら取り組んでいるところであ

るが、現在、我が国のソーシャルビジネスの市場規模というのは、英国の 20 分の

１程度と小さい規模であり、今後、自治体、産業界、地元金融機関等が全員で支え

る仕組み作りを進めていくことによって、生活直結型産業の新たな担い手として育

てていくことが必要である。 

   今日、有限会社ビッグイシューというところが、雑誌の『THE BIG ISSUE』をホ

ームレスに販売することを通じて自立を支援しているというのを見た。表紙がジョ

ージ・クルーニーで、その対談記事も載っている。彼は社会貢献している俳優であ

るから、恐らくギャラを取らないで載っているのではないかと思うが、それを何部

かホームレスに渡して、売った半分ぐらいは自分の収入にしていい。それでまた雑

誌を仕入れて、また売るということが結構成果を挙げているようである。 

それらの視点に立って、関係省庁で連携をして、ボトルネックとなっている制度

や課題を克服して、新しい生活直結型産業の発展に努めていきたい。 

（丹羽議員） 民間の立場から見てみると、我々も非常に苦しいとき新しい政策とかプ

ロジェクトをやるときは、まず自らの経費の削減をするか、あるいは予算をあちら

からこちらへ移すとか、そういう方策を必ず取る。したがって、今回の件について

も、やはり、そういう視点を持って実際にやらないと実行が難しいことになる。 

この象徴的なものが、昀近も地方を歩いていて耳にしているのだが、都道府県か

ら市町村に対する生活苦情窓口というものが実際に機能しないというのは、予算が

付かず、窓口の人を確保できないと結局対応できないということである。それで結

局クローズしてしまうところが出ているわけである。全国的に一律にそうなってい

るわけではないが、そういう地方自治体が少し増えているということで、やはり総

理の肝いりで来春から始まる消費者庁との連携も、生活サービスの向上という意味

では必要だと思う。 

それから、各省庁においては、そういう予算の裏づけについて、「あちらの予算

をこちらへ動かす」というようなフレキシビリティーを少し持たないといけない。

政策を打ち出すのは簡単だが、実行に移していかないと本当に信頼をなくしていく

ので、是非、そういう視点で実行力というものをつけていただきたい。 

（増田議員） 資料「生活直結型産業とＩＣＴ」に沿って説明する。 

資料には遠隔医療の例が書かれており、先ほど舛添臨時議員から、こういった遠
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隔医療の位置づけについてお話があったが、甘利議員がお話になった「遠野市の妊

婦の心拍等を携帯電話の方に飛ばす」という例もあるとおり、実際に産婦人科医が

いないところで異常心拍数などが表れたときに、それを素早くキャッチする意味で

は大変有効である。 

ただ、資料の左下の方に導入状況を書いているが、一般病院、一般診療所では、

今、いずれも１％程度の状況である。 

右側の方になるが、舛添臨時議員にも御協力いただいて、両大臣での遠隔医療の

推進についての懇談会を開催しており、間もなく中間報告をとりまとめるが、その

懇談会における指摘事項等として、資料右下に４点記載している。この中で、特に

３点について申し上げたい。 

第１点目は、先ほど民間議員ペーパーにもあったが、診療報酬の対象となる遠隔

医療の範囲が十分かどうか。民間議員の皆様から御指摘があった画像診断のほか、

在宅医療での活用も限定的であるという指摘もある。 

第２点目は、診療報酬の対象となっている場合であっても、この遠隔医療に要す

る経費を十分に賄い得るものになっているかどうか。この懇談会の構成員の知事か

らも、この点について、例えば和歌山県でも一部遠隔医療を入れているが、現行の

診療報酬点数では、５年間やっても、恐らく遠隔医療システムの導入費用の８～

20％程度しか回収できないだろう、そのほか、人件費等の負担が別途発生するので、

やはり、この点について検討が必要ではないか、という具体的な指摘があった。 

３点目は、地域の医療機関や地元医師会、自治体などとの間で、この推進に向け

た共同体制を構築していく必要がある。 

以上の３点である。 

資料に４点の検討事項が書いてあるが、これらの検討を具体化して、また、舛添

臨時議員とよく相談して、この場でも、その検討結果を報告申し上げたいと考えて

いる。 

（御手洗議員） 介護・生活支援サービスについては、今後、介護する人は減っていき、

介護される人が増えていく。フィリピンやインドネシアとのＥＰＡで実現した看護

士の受け入れを着実に、実施することが非常に重要だと思う。 

また、民間議員ペーパーにもあるとおり、ロボット技術など日本の高い技術力を

フルに活用して、介護のコストを大幅に削減することも十分可能である。ただ、こ

の分野では医学や工学等々、多くの学問分野が融合しており、関係する省庁も複数

に及んでいる。そのために、先ほど丹羽議員からも発言があったが、人的資源や予

算が分散する懸念がある。これまで議論されてきた革新的環境技術や先端的医療技

術と同じように、介護分野の技術開発でもオールジャパンの取組みを加速して、日

本が世界に介護の先進モデルを示すことを目指してもらいたい。 

（町村議員） 保育の部分について、私は「子ども庁」というものが必要だと考えてい

るが、それは、今日はあえて申し上げません。 

私も、東京都初の認定子ども園に行ってきた。子ども園に着いたら２人の女性が

迎えてくれまして、「私は幼稚園長です」、「私は保育園長です」と園長さんが２人

出てくるんです。まず、そこからびっくりしてしまいましたけれども、結局、１人

の子どもに区役所から２つの書類が来る。また、それぞれフォームが違う。これは

やはり、二重行政だからだめだというのが１点。 

それから、やはり保育は福祉措置である。これだと、どうしても自由度もないし、

いいサービスができない。もし、本当にそれを福祉でいくのであったら、何で、無

認可保育をあれだけ放置しているのか。少し行政の対象に乗せているが、ほとんど
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無視である。これなどは本当におかしい。そこに、いろいろ働く女性の皆さん方が

預けるんです。時間をずっとオーバーしているからとかね。 

保育の実態は、いろいろな観点から、親の立場から見ても、子どもの立場から見

ても、やはり規制緩和すべき点があるし、場合によっては規制が少し必要な面もあ

るかもしれない。この間、私も行ってみて「本当に率直な目で見直さないと、これ

はまずい」とつくづく感じたところである。 

（丹羽議員） 今御指摘の点は地方分権改革の一つの目玉で、現在、厚労省と文科省の

二重行政になっているので、これは増田議員も十分御理解いただいて、今度の勧告

の中で、是非、その解消をお願いをしたい。 

（舛添臨時議員） 介護の分野であるが、御手洗議員がおっしゃったようなことはよく

わかりますし、技術開発を進めるのは大賛成である。 

しかし、この分野は極めて労働集約的で、先ほど言ったように、やはりロボット

に手を握ってもらいたくない、人間の手で握ってもらいたい。それから、今、フィ

リピンなどからの看護師受け入れでは、日本語の能力を要求している。その能力が

なくてもやれる分野もあるが、例えば東北地方で、そこの地の言葉がしゃべれない

と介護できないという老人もいる。そういうことを含めて言うと、新技術を活用し

たから直ちに介護のコストが下がるかというと、現実はもっと厳しいものがある。

（御手洗議員） それはよくわかりますが、現実に妥協せず、技術開発は国家が大いに

バックアップしなければいけない。また、そうはいっても、やはり人が足りないの

で看護士受入れの問題については、官民一体となって、インドネシアやフィリピン

の人たちを受け入れる制度を整備しなければ根本的な解決にならない。 

（舛添臨時議員） 人が足りないのは、余りに介護労働者の報酬が低過ぎるからである。

これだけ失業者がいて、職を求めている人がいて、そこに行かないので、私は来年

の介護保険料は上がることになると思う。しかし、介護の報酬を上げなければ、し

たがって、それを海外の安い外国人労働者で代替することだけでいいのかというと、

ちゃんとドアは開けましたが、お話を伺っていると、介護報酬は低くていい、安く

て働く外国人を入れればいいというのだと、それは受け入れられません。 

（御手洗議員） それは誤解である。外国人か否かに係らず、今は仕事の価値に対して

賃金が払われるということである。「外国人＝安く使う」と言っているわけではな

い。 

（舛添臨時議員） 全体の水準が極めて低いものですから、離職率が普通の職で 13％が、

こちらが 20％。それから、介護のペイは、とても生活できるペイではない。これは

きちんと面倒を見ようと思っている。 

（大田議員） 今の保育の面も次の議題にもなるので、次の議題に移りたいと思うが、

舛添臨時議員におかれては、民間議員から提案がありました画像技術について、５

月に増田大臣と一緒にやっていただくということで、コールセンターも前向きに御

検討いただきたい。 

今の生活直結型産業については、「骨太の方針」に何か盛り込めるように、関係

大臣で御尽力をお願いしたい。 

○「新雇用戦略」について

（舛添臨時議員） 資料「「新雇用戦略」について」をご覧いただきながら、ご説明し

たい。 

１ページ目は簡単なポイントを付けている。新雇用戦略は新たな成長戦略の一環

として、「骨太の方針」に位置づけられるものと考えているが、我が国の経済社会
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を考える上で重要なテーマとなるのが、全員参加の社会である。これを実現する。

そこで、経済社会の活力を維持、向上させていくために、働く意欲を持つすべて

の人の就業を実現し、社会の支え手を確保していくことが必要である。特に出生率

に大きな影響を与える団塊ジュニア世代が 30 代後半を迎えていること、豊富な知

識、技能を有する団塊の世代が 60 代を迎えつつあることなどを踏まえると、まさ

に待ったなしである。 

このため、今後３年間を集中期間として、個々のニーズに応じた細やかな支援策

をとりたい。なお、今後５年間は、団塊の世代は就業意欲が高いこともあって、必

ずしも労働力人口が急減するような状況にないために、いたずらに国民の不安感を

あおることなく、しっかりと備えを整えていく。 

そこで、適切な経済財政運営の下、雇用・労働施策のみならず、産業施策や教育

施策についても「全員参加」と「人材育成」を進める方向で展開することで、１人

当たりで見たＧＤＰの増加にもつながると期待している。 

若者、女性、高齢者の３つのカテゴリーについて、それぞれ申し上げる。 

若者については、働く意欲、意識を持つように職業教育を実施することが重要。

フリーター等正規雇用化プランとして、新たに 30 代後半の不安定就労者について

も積極的に支援の対象に加える。そして、職場定着まで一貫した支援を図る。ジョ

ブ・カード制度は、御手洗議員のところにいろいろお手伝いいただき感謝する。制

度の整備充実を図ることで、３年間で 100 万人の正規雇用とともに、若者を含めて

ジョブ・カードの取得者 50 万人を目指す。 

次に女性について。特に子育て、出産期に労働市場から退出する方が多い。した

がって、就労の継続や再就職の支援を中心に取り組む。また、「新待機児童ゼロ作

戦」を展開する。保育施策、放課後対策、その他のこと、これらは先ほど来申し上

げているように財源確保が不可欠であるが、新たな次世代育成支援の枠組みの制度

設計をきちんとやってまいりたい。 

育児休業、短時間勤務を利用しながら、仕事と家庭を両立できるように、マザー

ズハローワークを中心に子育て支援などをやっていくことで、３年間で昀大 20 万

人の就業を増やすことを目的としている。 

高齢者は、就業意欲も非常に高いし、経験も知識もあるので、もったいない。さ

まざまな施策を講じ、３年間で100万人の就業増を目指したい。公務員においても、

65 歳までの雇用の問題に率先して取り組む。 

障害者について、福祉から雇用へということで、措置で助けるより、障害を抱え

た方々も働く意欲を有する人に支援をしていく。まさにこれがノーマライゼーショ

ンであるので、「「福祉から雇用へ」推進５か年計画」に基づき、就労支援を行って

いきたい。 

昀後に、「安定した雇用・生活の実現」、「安心・納得して働くことのできる環境

整備」が必要であろう。日雇い派遣の適正化、パート労働者の均衡待遇の確保、有

期契約労働者の雇用管理改善、正社員への転換の支援をしたい。 

また、御手洗会長を始め、昨年末、政労使のトップの皆さんにとりまとめいただ

いた「ワーク・ライフ・バランス憲章」や「仕事と生活の調和推進のための行動指

針」も踏まえ、ワーク・ライフ・バランスを実現したい。 

適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図っていくことも重要な課題。ガ

イドラインの内容を明確にするなど、啓発活動に積極的に取り組んでいきたい。 

以上、１枚目が全体のまとめで、２枚目以降は細かく書いてある。 

更に、雇用情勢の地域差の解消を図っていくため、ハローワークが全国ネットワ
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ークを持っていることを生かして、多くの方の就職を実現したい。雇用保険制度に

基づく支援措置の重点実施のほか、地方公共団体とも共同しながら展開していきた

い。 

中小零細企業について、経営環境が非常に厳しく、地方経済への深刻な影響も懸

念されることから、中小企業対策もしっかりとやりたい。 

昀後に、総理の掲げておられる、「働く人を大切にする社会」の実現を図るべく、

生活者の視点に立った政策立案を常に心がけるとともに、情報提供機能を強化する。

今、厚生労働省ホームページの改革を行っている。厚生労働省改革の第一番目とし

て、広報体制を改革している。ワンストップ体制の整備ということで、国民と情報

を共有したい。 

（八代議員） 「３年間で 220 万人の雇用充実に向けて－100 万人の正社員化、120 万

人の雇用創出－」という民間議員ペーパーを説明させていただく。 

舛添臨時議員からもお話があったように、60 歳になる団塊世代の能力を、企業と

社会で昀大限に活用する。同時に 30 代後半になる団塊ジュニアが子育てと仕事を

両立できるようにする。これは大きな緊急の課題であり、そのために我が国の雇用

戦略は、この３年間が非常に重要な時期になっている。３年間の数値目標を掲げ、

実効ある政策を集中的に実施しなければならない。 

このような危機感に立ち２月 15 日に民間議員が提案を行ったが、このたびの厚

生労働大臣のプランは、それに沿ったものとして評価させていただきたい。これを

実行に移すには、政府全体で以下のような取組みを行うことが不可欠である。 

先ほども議論になった保育所の問題であるが、これは子育て期の就業促進のため

に不可欠。利用者の立場に立ち保育サービスの規制改革を行う。「利用者」とは、

決して母親、父親の立場だけではなく、子どもも当然ながら昀大の利用者。子ども

の視点も含めた意味で言っている。 

市町村による保育所の割当制度があたかも子どもの利益に立つものであって、こ

れを措置から利用者の選択制度に転換することが、子どもの立場に反するという誤

解があるが、必ずしもそういうことはないのではないか。市町村の割当制度が本当

にどこまで子どもの立場に立っているかは、かなり疑問に思う。今の措置制度は、

保育所側にとっては黙っていてもお客が割当られる制度であり、当然ながら、生産

者・供給側主体の仕組みになってしまう。そうではなく、需要者・利用者が選ぶ、

チェックすることで、初めて質の高いサービスが実現できるというのはサービス産

業一般の原則であり、これは保育についても当然成り立つものではないだろうか。

そういう意味で選択が大事であるが、同時に、町村議員からもお話があったよう

に、認定子ども園等の二重行政を解消することが非常に重要ではないか。それから、

保育所の調理室の必置や、面積等の昀低基準は自治体に委ねるべき。先ほども述べ

たが、土地の制約が厳しい都会とふんだんにある地方とが同一の基準とされており、

これを少しでも下回る基準を一切認めないのは余りにも硬直的。現に多くの認可外

保育所が存在している。それを放置しているのではないかというお話が昀近もあっ

た。もちろん差をつけてもいいとは思うが、ある程度の保育サービスを提供してい

る主体には、きちんとした支援が必要になってくるのではないか。 

「財源のあり方を議論する」ということで、「新待機児童ゼロ作戦」によって、

３歳未満児で 15 万人の保育サービスを増やす必要がある。それに対しては、財源

の手当が不可欠である。先ほど述べたように、今の保育サービスにはまだまだ効率

化を進める余地があるが、それでも不足する保育サービスの量的拡充・質の向上の

ための費用については、税制の抜本的改革に向けて、財源の在り方の議論を行う必
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要があろう。 

「２．多様で、かつ不利にならない勤務形態の整備」について。「テレワーク拡

大のための環境整備」が重要。これは子育て期の女性にとっても、高齢者にとって

も、また先ほど舛添臨時議員が強調された障害者にとっても、通勤の負担なしに在

宅で働けるというテレワークの拡大は、極めて重要。ＩＴ技術等でいろいろ普及が

進められているが、それと同時に、今の労働時間法制の見直しが必要ではないか。

厚労省でも、時代遅れの通達を、今のＩＴ技術に対応するように直していただいた

が、より抜本的に、深夜、休日も含め、勤務時間等を労働者が柔軟に設定できるよ

うな仕組みづくりがないと、大々的なテレワークの拡大は難しいのではないか。ま

た、在宅での労災の適用基準を明確化するという問題もある。 

「育児期の短時間勤務制度の普及」について。仕事と子育ての両立には、育児休

業後の壁がある。子どもは２年間ぐらいで育つものではないので、その後、短時間

勤務が重要な支援策となるが、導入企業はまだまだ少ない。普及を図る必要がある

だろう。 

「高齢者のための処遇体系の多様化」について。高齢者が意欲･能力・体力に応

じて働き続けられるよう、短時間勤務制度や成果主義賃金の導入など、処遇体系の

多様化を図る新たなルールづくりについて検討する必要があるのではないか。勿論、

定年延長は望ましいが、それだけでは限度がある。今の、定年後の１年契約を単に

毎年更新していくというやり方では、質の高い高齢者の雇用を確保することは難し

い。それと組み合わせて、もっと柔軟な雇用契約の下で正社員として処遇できるよ

うな体系が必要ではないか。 

「３．ジョブ・カード制度の整備と拡大」について。「ジョブ・カードの対象者、

活用方法の拡大」として、フリーター、子育て後の女性、母子家庭の母親のみなら

ず、幅広い若年層、短期雇用者、高齢者にも対象を拡大する必要がある。ジョブ・

カードを活用して、ＩＴ等の短期集中的なトレーニング機会を提供し、短期雇用者

の能力向上を図ることが大事。また、子育て期だけではなく、40 歳代後半期の女性

についても、やはりこういう支援が必要ではないか。これは、子育て期は当然なが

ら子どもの世話のために就労が困難であるが、女性は 40 代を過ぎると、今度は家

族の介護や看護のために、やはり就労がなかなか難しい、就労の継続を希望しなが

ら辞職したり、再就職が難しい場合がある。女性労働者の就労希望先と就労先のミ

スマッチが生じていることにも十分に配慮した、きめ細かい就労対策が必要ではな

いか。 

母子家庭等の母親に対しては、訓練期間中の生活費をどうするかということが大

事で、これは制度としてはあると思うが、よりきめ細かく支援する必要があろう。

昀後に、ここが大事であるが、働くことが不利にならない税制や社会保障制度が

必要である。現行の社会保障制度は、過去の高度成長期の、男性が働き、女性が家

事、子育てを行うという男女の垂直的な役割分担を暗黙の前提としていて、意図し

たわけではないが、結果的に女性や高齢者の就労を阻害する面がある。これを是非、

中立的な制度に改革する必要があるのではないか。 

また、給付と税制を一体的に扱い、必要な人に必要な支援をきめ細かく行う、給

付付き税額控除制度について、欧米にはあると思うが、我が国でも検討を行う必要

があろう。 

（甘利議員） 新雇用戦略に関しては、２月の諮問会議で地域振興の視点が重要だと申

し上げた。また、先日、総理に「ジョブカフェちば」を御視察いただいたが、ジョ

ブカフェは、経産省、厚労省と一緒に自治体を支援してきたもので、民間のノウハ
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ウを活用して、地域産業界の協力も得て、若者目線に立った就業支援サービスを提

供することで、高い就職率などの成果を上げている。 

その視察を踏まえ、総理から、「就職だけではなく、職場定着まで一貫したサポ

ートを、学校、地域、産業界が一体となって進めていく方策を早急に検討すべき」

という御指摘をいただいた。 

「新雇用戦略」の策定に当たり、まさにこうした視点が不可欠であり、これらを

踏まえ、産業・地域・教育の「つながり力」を強化する観点から２点だけ申し上げ

る。 

１点目は、地域の産業振興と結び付いた人材育成の実施について。経産省では地

域の産業界と大学との連携による実践的な人材育成について、支援をしてきた。そ

の成果として、例えば、岩手大学では、国内初となる金型・鋳造工学専攻の大学院

を開設した。地域の産業界のニーズを踏まえたカリキュラムを地元企業の協力を得

て実施しているところ。 

更に、企業立地促進法に基づいた支援も開始している。本年度は既に 64 地域の

企業立地促進の事業支援を決定したが、そのうちの約９割に当たる 57 地域に人材

育成関連の事業が含まれている。これは、昀初に計画をつくるときに、企業立地と

インフラ整備と人材支援など、いろいろなものを組み合わせで、全部ワンセットで

必要なものを支援する。それをワンストップサービスでできるようにしたが、人材

育成事業も多くに含まれている。このように、地域の自治体や産業界、大学等の連

携による人材育成に対する支援のニーズが強く、今後ともこうした地域の取組みを

しっかりと支援してまいりたい。 

２点目として、地域の雇用を担う、個々の中小企業の人材ニーズにきめ細かく対

応するために、地域の各機関の連携が必要である。当省では地域の事業者が何でも

相談できる「地域力連携拠点」を今から準備している。５月中にも全国で 300 か所

程度選定する予定である。人材育成に関しても、この拠点のパートナーとして、ジ

ョブカフェや地域の大学、職業訓練機関等と連携していくことが重要であり、舛添

臨時議員にも、各地の職業訓練機関が地域連携拠点のパートナーとして是非参加し

ていただけるよう協力をお願いしたい。 

先ほど保育サービスの話が出たが、利用者の視点ということばかりが強調されて

いる。ある保育園の園長さんと２、３時間、懇談をしたことがあるが、今、親御さ

んは自分の自由時間のために子どもを預けるという感覚がかなり強いという。その

際に、親御さんは、行政から補助をあなた方はもらっているのだから、自分はいろ

いろ文句を言う権利はありますよということを言うそうだ。お客様は神様です、も

よいが、保育は将来の人材を育てるのだから、保育サービスの側からも親に物申す、

親をしかるということもあっていいはずだということを異口同音に言われたので、

紹介しておく。 

（丹羽議員） いろいろなよい提案が出ていると思うが、新雇用戦略の本質は、人口減

少社会に直面する今の日本で、労働力を確保して、潜在経済成長率の低下を食い止

めるということが一番大事ではないか。私は、２つの方策があると思う。１つは、

今日出た社会政策的な雇用戦略。日の当たらないところに、いかに取り組むか。底

上げ戦略ですね。 

もう１つが根本的な問題であるが、海外からの労働力を積極的に受け入れるかど

うか。長期的な視野で、どのような政策を取るかということを考えていくタイミン

グに来ていると思う。 

したがって、日本が長期的な目で潜在的な経済成長力を維持していくためには、
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そういう施策が要ると思う。現在人口が１億 2,700 万人いるが、人口問題研究所の

推計では、2055 年に 9,000 万人を切るだろうと言われている。今、毎年大体 105

万人ぐらいが新たに生まれてくるが、これが 20 年後に 150 万人になることは絶対

あり得ない。団塊の世代は 250 万人の子どもが産まれていたが、昀近の集計では労

働力人口は毎年 0.5％ずつ減るだろうと言われている。 

そういうことを考えると、根本的な潜在経済成長率を維持するためには、やはり

ＴＦＰ（全要素生産性）と資本投入と、労働投入だと思う。この３つで潜在経済成

長率が決まっていくのだから、その一つの労働投入が確実に減るということならば、

日本の経済を長期的に考えるときに、是非、海外の労働力をいかに活用していくか

ということを真剣に議論する時期が来ているということだと思う。 

（額賀議員） 資料「労働力確保に向けた企業の取組」について、平成 20 年３月に財

務局でたまたま労働力確保に対するアンケート調査があり、780 社に対し実施した。

１ページ目の左側のヒアリング結果では、将来において、労働力確保に関する懸念

を持っている企業が 70％。「現在・将来とも懸念がある」と、「現在は問題ないが、

将来は懸念がある」は合計で 70％以上である。 

懸念を持っている理由として、この右側にあるように、一つは少子高齢化のため、

もう一つは自社が必要とする人材の確保がなかなか容易ではないというようなこ

とがアンケート調査の結果、分かった。参考のために御紹介しておく。 

２ページ目は女性の活用等について。女性の活用では、特に３ページ目に書いて

あるが、「パート労働者層を中心に、社会保険等の扶養の範囲を気にすることによ

り、年収を自己抑制する傾向がある」という意見があったり、それから非正規雇用

の若手を雇用安定させるかどうかについては、「派遣社員を正社員にするときに、

派遣業者に一定の額を支払うことを求められる」ということがある。そういった意

見があったことを御紹介しておく。 

それから、外国人の活用は、丹羽議員が言ったように、特に一次産業とか単純労

働は、外国人がいなければ、もうなし得ないという感じになっている。だから、長

期的に考えると、労働者の問題は避けて通れないことであることがアンケート調査

で感じられたので、御紹介しておく。 

（伊藤議員） 今の額賀議員のお話とも関連するのだが、やはり女性の労働参加を求め

るためには、社会保険と税制の壁が大きい。 

健康保険の場合には、被扶養者枠が 130 万円で切られている。それから配偶者控

除で言うと、103 万円の壁というのがあるので、ラフに言って、100 万円を超えな

いようにしようとして働いている人は、物すごくたくさんいる。パートで時間を気

にしながら働いている。それを乗り越えるとすると、はっきり言って 150 万円か 200

万円ぐらい、要するに収入をダブルにするようなことがなければ、ジャンプがない

と、次のステージにはいけない。100 万円を越えたり、下回ったりしていると、扶

養から外れたり戻ったり、社会保険を被保険者３号から移したりと、物すごい事務

コストがかかる。結局、100 万円超えない働き方を選択する。これは何とかしない

と、本当に有能な女性を社会として使えないことになる。 

それから、舛添臨時議員提出の参考資料の 10 ページ目に、有名なＭ字カーブと

いうのが出てくるが、本当に日本だけが 30 歳から 39 歳のところで 60％まで落ち込

んでいる。これは、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンを対象

にしているが、ＯＥＣＤ諸国でもこんなＭ字カーブが明らかに出ている国というの

は、日本以外にない。ある意味では異常なことが起きている。それは保育所の問題

であり、短時間雇用が企業に定着していないことであり、税制、健康保険の問題で
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ある。 

   Ｍ字のへこんでいるところを完全に埋めるということが舛添臨時議員のプラン

の中にも、我々が提唱しているプランの中にも出てくるが、是非実現していきたい。

したがって、税制のみならず、年金、健康保険、社会保険制度、社会保障制度も

含めた総合的な仕組みの中で、しかし、先ほどお話があったように、ベビーブーム

の子供の世代が、今、ちょうど 30 歳代にいるわけだから、今後５年の間にも実現

しないと、その後５年やった場合と、大きな効果の差があるので、本当に早急に関

係大臣には制度の見直しをしていただきたい。 

（上川臨時議員） 日本の成長力の強化については、多様な人材の能力活用や、多様な

視点、新たな発想を取り入れることが大変重要である。女性の参画について、あら

ゆる分野で進められていくことが重要。政府の中でも、社会のあらゆる分野におい

て、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30％程度にという

目標を掲げ、本年４月８日に男女共同参画推進本部において、女性の参加加速プロ

グラムということで、戦略的な取組をそれに基づいて進めてまいりたい。 

高齢者の雇用拡大については、実は高齢女性の就業希望は大変多いものがあるが、

女性は子育て、介護等により、就業中断や非正規雇用が大変多く、職業能力の蓄積

が困難な状況に置かれている状況である。このような高齢女性特有の状況に十分配

慮していただき、きめ細かな施策の実施がとても大事である。 

   今、前段のテーマの中でも触れたが、子どもの視点ということで、２つの視点が

ある。お母さん、女性が社会に出て行く。そしてそれに伴い、働くお母さんを持つ

子どもの視点、また社会人になるまで、これから 10 年後の私たちの社会を担う子

どもたちの成長をしっかりと担保していかないと、労働の質という意味でも大変厳

しい状況になる。10 年後の日本経済を支える雇用の一番大事な若い世代の人間力の

形成という意味では、なかなか厳しい社会状況になっており、施策についても、福

祉や教育、労働等の各分野の縦割になると、なかなか継続して子どもたちが成長し

ていけない。できるだけ総点検し、総合的な、包括的な子どもの確かな成長を確保

していくことが、若者の雇用に密接に結び付き、５年、10 年ですぐに若い世代にな

るので、そういう面での応援というか連携も更に進めていく必要がある。 

（舛添臨時議員） 外国人労働者の問題だが、私は若いときからずっとヨーロッパでこ

の問題に取り組んできており、ドイツ、イギリス、フランスで、現地で生活して見

てきているので、労働力の確保という観点からだけ見てはだめで、私の聞き間違い

でなければ、先ほど額賀議員が単純労働者とおっしゃったと思うが、これはだめで

ある。というのは、要するに今どれだけヨーロッパが苦労しているか。サード・ジ

ェネレーションまで来ている。そのサード・ジェネレーションの子どもたちが、ア

イデンティティー・クライシスを持っていて、自分はイスラムなのか、ドイツなの

か、そういうことを含め、そのソーシャルコストたるや物すごく大きいものがある。

「日本はよかったね、外国人労働者じゃなくオートメーションを入れたね、ロボ

ット入れたね。」と、よく研究者仲間で言っていた。そのソーシャルコストは全部

の大きな問題である。 

だから、そういうことを考えれば、このアンケートにあるように、やはり専門的

な技術者、インド人のＩＴの専門家を入れるのはだれも反対しない。実を言うと介

護労働者の問題は非常に難しく、私は日本人の中で昀も開かれた日本であっていい

と思っているので、私はナショナリストでも何でもないが、日本人の半分が外国人

で、英語でしゃべってもいいぐらいに思っているが、ただ、ソーシャルコストをど

うするかということは相当考えた上で結論を出さないといけないので、外国人をそ
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こまでやるなら、その前に若者、女性高齢者の活用をもっと図った方がいい。 

（額賀議員） それは、例えば研修生だとか、技能実習生などで雇っているのだが、雇

っている側は、単純に労働者としてのもてなししかしていないとか、そういうこと

でいろいろ混乱を起こしているわけだから、そういうことも含めてきちっとしてい

く必要があるという意味でも考え直さなければいけない。 

（丹羽議員） それは私も、恐らく内閣府が研究を始めていると思うが、ドイツのメル

ケル首相が、去年ぐらいからトルコ人とドイツ人の融合ということで、プアーピー

プルのゲットーをつくらないように、彼らにドイツ語を教え、義務教育も受けさせ、

ドイツ語をしゃべって、ドイツ人と同じように就職し、同じような給料をもらえる

ように政策を完全に切り直している。 

だから、今、額賀議員がおっしゃったように、そういうある程度の訓練を施した

り、教育を施して、移民というものを受け入れていかないと、恐らくいろんなソー

シャルプロブレムを起こすのではないか。そういうことは十分考えながら、どのよ

うな政策を取っていったらいいかというのを、この場で一度議論する必要がある。

（御手洗議員） 単純労働者の話が出ているが、今、日本は開発力を支える技術者や生

産技術を担う高度な技能者も不足している。また、日本の企業が海外に進出する上

においても、日本の大学を出て、日本で働いて、その会社のポリシーを理解し、語

学もできる外国人に、例えば中国など自分の国に戻って働いてもらいたいという需

要は多い。海外の人たちが、単に安い労働だけではなく、学生として日本に来て、

そして１年とか２年ではなくアメリカのように長く日本で勤められるように制度

を整備すべきである。 

先ほど、介護の話をした際に、少し言葉が足りなかったが、介護士の報酬が安い

のは日本人も同じであり、外国人、日本人にかかわらず、その部分についてはメス

を入れるべきである。 

きちんとした教育を受け、高度な介護技術を持った外国人を適正な報酬で雇うべ

きである。 

（伊藤議員） 外国人労働者に関し、幾つかの問題が提起されている。一つは、定住し

てしまっている人たちで、例えば浜松市とか太田市には集住地区があることはよく

知られているが、17 万人ぐらいの日系人が定住し、これは別の問題を抱えている。

要するに日本語教育をして、義務教育も何年生ではこれだけ学ばなければいけない

という枠は弾力的にし、進路別に勉強してもらい、それで落ちこぼれないようにし

ていくことが必要である。だから、まさに丹羽議員が強調されたような日本語教育

というのは非常に重要。 

それから、研修生、技能実習生の問題は、額賀議員から提起され、新聞等で報道

されているとおりで、制度の趣旨と実際の運用のところにギャップがある。やはり

もうちょっと必要な労働力であるならば、それなりの待遇をし、それなりの技術を

身に付けてもらうことが重要である。 

留学生、就学生の問題は、一部の人は週 28 時間までアルバイトをしていて、い

つ勉強しているのだということはあると思うが、その辺もどこまで認められて、ど

こまで認められないのかということを、きちんとすべきである。 

専門的な技術の分野は、まさに御手洗議員がおっしゃったとおりで、足りない分

野はいっぱいある。もっと認めていい。だから、資格を広げていく。単純労働では

ないが、資格を広げていくことが重要だということは、前にもこの場で言ったとお

りである。 

（甘利議員） 日本は、賃金を上げながら、なおかつ国際競争に勝つという視点を忘れ
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てはいけない。だから、高付加価値政策に資する人材をどう育てるか、どう導入す

るか、そこの視点ですべてを見てもらいたい。 

（福田議長） 「新雇用戦略」では、今日示された案に沿って、この３年間に若者、女

性、高齢者、障害者、すべての人が働きやすく、全員参加の経済を実現すべく、政

府を挙げて取り組んでまいる。その際、今日示された 2010 年の目標が確実に達成

できるように、政府を挙げて取り組むとともに、経済界、労働界、関係するすべて

の方々にこの戦略の実現に向け参画していただくことが必要である。今後、舛添臨

時議員、上川臨時議員には、本日の議論を踏まえ、実現への具体的取組を詰めてほ

しい。 

長年の懸案がある保育サービスに係る規制改革については、利用者の立場に立っ

て、年内に結論を出してほしい。財源の在り方は、社会保障国民会議の議論も踏ま

え、抜本的税制改革において検討することとしたい。 

（大田議員） 今、総理から御指示のあった保育サービスに係る規制については、幾つ

かの省にまたがるので、また私から関係大臣にお伝えする。 

（以 上） 
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