
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
    

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

新たな発想で経済成長を続ける日本をめざして

～福田成長戦略のとりまとめ～

平成２０年５月２３日 

伊 藤 隆 敏

丹 羽 宇 一 郎

御手洗冨士夫

八 代 尚 宏

 昨年  12 月に経済成長戦略の議論を開始した後も、世界は大きく動いて
いる。海外との連携を強め、国内に迎え入れる真の国際化を行い、すべて

の人が能力を発揮できる社会を構築し、さらに我が国の強みを発揮してい

く経済を構築していかなければならない。こうした包括的な経済成長戦略

は、今や待ったなしの状況にある。

経済成長戦略の実行により、これからの3年間のうちに、弱みを克服し、
強みを発揮する経済の姿をつくり、暮らしのなかで国民一人ひとりが豊か

さを実感できるようにしなければならない。

以下の考えに立って、“突破力”のある政策とその実行を求めたい。

１． 福田成長戦略とは何か 

① 特色

ⅰ）３つの戦略： 全員参加の経済、 平成の開国、 強み発揮の経済

ⅱ）日本が本来有する｢つながり力｣と｢環境力｣を成長への新たな発想に

ⅲ）生活者・消費者の視点で、政策を構築 

＜経済成長戦略のポイント＞

全員参加の経済 ～人材活用と生産性の向上～

◆ 2010年までに、若者・女性・高齢者の 220万人の雇用充実 

◆ 保育ｻｰﾋﾞｽを飛躍的に伸ばし待機児童ｾﾞﾛに (保育ｻｰﾋﾞｽ利用率を 2010 年26%に)

◆ サービス業・中小企業の生産性向上（業種別生産性向上プログラム） 

◆ 生活直結型産業の発展（規制改革・ＩＴ化・ロボット化） 

◆ 国民の立場に立った電子政府の実現 
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平成の開国 ～開かれた国づくり～

◆ 2010年までにＥＰＡ締結国との貿易を全体の 1/4以上に。 

� 対日投資の阻害要因の徹底除去。外資規制のあり方も包括的に検討 

◆ 2015年までに高度人材 30万人、 2020年目途に留学生 30万人受入れ 

◆ 世界に遅れを取らない空の自由化（便利な空港、開かれた空路） 

� アジア経済・環境共同体構想の実現 

強み発揮の経済 ～革新的技術による成長～ 

◆ 環境・ｴﾈﾙｷﾞー 技術のﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ（技術革新計画、太陽光ﾊﾟﾈﾙの普及支援） 

� 「スーパー特区」で先端医療・医療機器開発を後押し 

◆ 画期的技術に迅速に対応する国家的緊急プロジェクト予算の創設 

② 重点実行期間は３年。３年間の工程表と目標を策定。 

労働力人口の推移や世界経済情勢などからみて、この3年間がきわめ

て重要であるため、おおむね3年間を重点実行期間とする。改革の停

滞は許されない。目標を定め、工程表をつくり、評価しつつ実行する 

③ 21年度予算との関係 

成長戦略については、予算面において所要の対応を行うことを含め、

予算配分の重点化・効率化を行う 

２．取りまとめ方針 

¾ 成長戦略の取りまとめイメージは、別添の通り。総理の指示の下、

福田内閣の重要課題として、諮問会議で議論してきたもの（新雇用

戦略、サービス業の生産性向上、世界に開かれた国創り等）を記述

することとし、総花的とせず、重点性・戦略性を打ち出す 

¾ 責任主体、成果目標、工程を明確にし、確実に実行する。おおむね

半年ごとにフォローアップし、諮問会議で進捗を検証する 

¾ 工程表の作成が予定されているものについては、諮問会議で引き続

き議論していく 
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・便利な空港、開かれた空路

経済成長戦略経済成長戦略 ～新たな発想で成長を続ける日本へ～～新たな発想で成長を続ける日本へ～ 


環境力

つながり力

～人材活用と生産性の向上～

全員参加の経済

新雇用戦略

世界先端のIT国家化

・国民の立場に立った電子政府の実現

生活直結型産業の発展

・規制改革・IT化・ロボット化

サービス業・中小企業の生産性向上

・業種別生産性向上プログラム実行

全員参加経済戦略

～開かれた国づくり～

平成の開国

世界に遅れをとらない空の自由化

対日投資加速プログラムを改定

・阻害要因の徹底除去、外資規制のあり方も包括的に検討

世界に開かれた経済

・2010年までにEPA締結国との貿易を全体の1/4以上に

国際的な人材の強化

・2015年までに高度人材30万人、2020年目途に留学生30万
人受入れ

・便利な空港、開かれた空路

グローバル戦略

～革新的技術を活かした成長～

強み発揮の経済

・先端医療、医療機器の研究開発を後押し

スーパー特区

国家的緊急プロジェクト予算

環境・エネルギー技術のトップランナー構想

・画期的技術に迅速に対応する国家的緊急プロジェクト予算
の創設

革新的技術戦略

つ
な
が
り
力

つ
な
が
り
力

アジア経済・環境共同体の実現

・環境エネルギー技術革新計画、太陽光パネルの普及支援

・2010年までに、若者・女性・高齢者の220万人の雇用充実
・保育サービスを飛躍的に伸ばし、待機児童ゼロに
（保育サービス利用率を2010年26％に）

低炭素社会の構築低炭素社会の構築

生活者・消費者の視点で 重点実行期間：３年間
今後１０年程度

実質２％以上の成長を視野に



 
 

 
 

   
   
  
 

 
   
   
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  
 
 

経済成長戦略（取りまとめイメージ） 

（目 次）

１ 新たな発想で成長を続ける日本

（成長を続ける日本）

（新たな発想－「つながり力」と「環境力」）

（経済成長戦略の目標）

２ 戦略の実行

（戦略実行重点期間）

（戦略実行プログラム）

３ ３つの戦略

（１）全員参加経済戦略（全員参加の経済）

①新雇用戦略 

②サービス業・中小企業の生産性向上 

③生活直結産業の発展 

④世界最先端のＩＴ国家化 

（２）グローバル戦略（平成の開国）

①世界に開かれた経済の構築

②開かれた経済のインフラ強化

③国際的人材育成

④アジア経済・環境共同体構想の実現

⑤国際競争力をもつ成長分野の創造

（３）革新的技術創造戦略（強み発揮の経済）

①革新的技術戦略

②環境・エネルギー技術のトップランナー構想

③スーパー特区

④国家的緊急プロジェクト予算

⑤検証に基づく重点的な予算配分
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経済成長戦略

１ 新たな発想で成長を続ける日本

（成長を続ける日本）

豊かな国民生活は、確固たる経済成長を通じてもたらされる。しかし、

わが国の経済規模は過去十年来伸びておらず、一人当たり国民所得の国際

的な順位は大きく落ち込んでいる。そうした中、さらにこれから、少子高

齢化と人口減少の同時進行、新興国のキャッチアップ、地球温暖化問題の

重要性の高まりなど、難しい課題に対処していかなければならない。

こうした状況において、仮にマクロ経済が縮小していくと、新たな雇用

を生み出すことができず、勤労者に生活の安心感を与えることも、若者に

夢を与えることもできない。また、財政と社会保障制度を支えていくこと

は困難なものとなり、莫大な政府債務は益々重みを増しながら将来世代に

先送りされる。

そうした事態に陥らないためには、「成長を続けること」、このことに

尽きる。働き手を増やすとともに、生産性を向上させることによって、人

口減少のマイナスの影響を補い、経済成長を民需主導で持続していかなけ

ればならない。

（新たな発想－「つながり力」と「環境力」）

現在の厳しい状況を抜け出し、成長を持続していくためには、新たな発

想が求められている。日本が本来持っていた「つながり力」と「環境力」 1

を新たな発想として、成長への道筋をつける。

「つながり力」と「環境力」を活かして、海外との連携を強め、国内に

迎え入れる真の国際化を行い、すべての人が能力を発揮できる社会を構築

し、さらにわが国の強みを発揮していく経済を構築していく。

（経済成長戦略の目標）

経済成長戦略の目標は、①世界とともに発展するオープンな国～世界に 

1 「つながり力」とは、それぞれの主体が自立し、強みを発揮しながら連携することによって生ずる力のこ

とをいう。「環境力」とは、環境に配慮するマインドの共有や、地球環境問題における先導的役割の遂行、

低炭素社会構築等のための環境イノベーションの強化などを通じて発揮される力のことをいう。（「日本経

済の進路と戦略－開かれた国、全員参加の成長、環境との共生」（平成20年１月18日閣議決定））
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誇れる魅力ある国、②人生90年時代を安心して生活できる国～質の高い労

働、質の高い暮らし、③人口減少下でも経済成長を持続する国～人口減少

の克服、を実現することである。 

戦略の実行によって、今後 10 年間程度の間、人口減少下にあっても、

実質２％以上の経済成長が視野に入ることが期待される。

２ 戦略の実行

（戦略実行重点期間） 

これから４年後には、団塊世代が 65 歳の年金受給年齢に到達する。こ

の間に新興国の成長はさらに進むであろう。改革のために残されている時

間は多くない。成長力の強化にとって、ここ３、４年間の取り組みが極め

て重要である。このため、今年度から３年間を「戦略実行重点期間」とし

たうえで、戦略的、重点的に取組を進める。 

（戦略実行プログラム）

戦略の実行は、待ったなしの状況にある。このため、今年度から３年間

の「戦略実行重点期間」について、取組の責任主体、取組による成果、取

組や成果の達成時期を明らかにした戦略実行プログラム（別紙）を定め、

これに従って、経済財政諮問会議が中心となって、ＰＤＣＡサイクルの下、

戦略を確実に実行していく。おおむね半年毎にフォローアップし、経済財

政諮問会議で進捗を検証する。 

３ ３つの戦略

（３つの戦略）

経済成長戦略は、①全員参加経済戦略、②グローバル戦略、③革新的技

術創造戦略の３つの戦略からなる。各戦略は、これまで行ってきた成長力

強化のための政策 2と一体となって実行される。 

2 「第３期科学技術基本計画」（平成18年３月28日閣議決定）、「成長力加速プログラム」（平成19年４月

25日）、「アジア・ゲートウェイ構想」（平成19年５月16日）、「21世紀環境立国戦略」（平成19年６月１日

閣議決定）、「長期戦略指針『イノベーション25』（平成19年６月１日閣議決定）、「経済成長戦略大綱」（平

成19年６月19日改定）、「観光立国推進基本計画」（平成19年６月29日閣議決定）、「成長力強化への早期

実施策」（平成20年４月４日経済対策閣僚会議決定）等 
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（１）全員参加経済戦略

第一は、「つながり力」の発揮を中心とする「全員参加経済戦略」であ

る。同戦略は、以下を主な柱とする。 

① 新雇用戦略 

働く意欲のあるすべての人々が年齢や世帯の構成、就業形態にかかわ

りなく能力を発揮する「全員参加の経済」を実現するため、個々のニー

ズに応じたきめ細やかな支援施策に政府を挙げて取り組み、2010年度ま

でに、若者、女性、高齢者の220万人の雇用充実を目指す。 

➢ 	「新雇用戦略」を推進し、①子育て期の就業促進、②多様でかつ不利にな

らない勤務形態の整備、③ジョブ・カード制度の整備と拡大、④働くことが

不利にならない税制・社会保障制度の構築等を進める。 

➢ 	 220万人の雇用の充実の内容としては、若者について100万人の正規雇用

化、女性（25～44歳）について最大20万人の就業増、高齢者（60～64歳）

について100万人の就業増を目指す。 

➢	 待機児童ゼロに向け、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、年内に結論を出す。保育サービスの充実を目指し（2010年に

保育サービス利用率を26％へ）、その財源のあり方について、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。 

② サービス業・中小企業の生産性向上

米国の６割に満たないわが国の生産性水準は、成長力強化に当たって

の基幹的な課題であり、特に多数の従業員が従事するサービス業及び中

小企業の生産性向上を阻害している要因を克服する取組を実施する。 

➢ 	生産性向上の観点から重要な業種（注）について、関係省において、現場

の事業者が将来展望を持って取り組めるように、きめ細かい「業種別生産性

向上プログラム」を早期に実行する。 

（注）ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス）、通信・放送・コンテンツ、建

設・住宅・不動産、宿泊・旅行、小売、食品加工、物流、人材ビジネス、

研究開発サービス業等９業種のサービス産業 

③ 生活直結型産業の発展

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

野であるが、本格的な発展に至っていないことから、発展を阻害してい

る要因を克服する取組を実施する。 
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➢ 	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

について、①利用者の立場で規制を見直す、②ＩＴ等新技術の活用を徹底す

る、③団塊世代や女性の参画を進める、の３つの観点から市場の革新を進め

る。 

➢ 	遠隔医療技術の活用を推進する。また、民間企業による「健康コールセン

ター」設置について検討し、結論を得る。 

④ 世界最先端のＩＴ国家化 

「５年以内に世界最先端のＩＴ国家になる」（骨太方針2001）ための

取組が進められる中、現状をみると、利用者の使い勝手が悪く、また、

内部業務の効率化につながっていないという問題を抱えている。国民の

利便性向上、企業のコスト削減、内部業務の効率化の３つの観点から、

国民の立場に立ったＩＴ化を政府において徹底し、国全体のＩＴ化につ

なげる。 

➢ 	国民の立場に立った電子政府を実現するため、ＩＴ本部を中心に、６月末

までに改革工程表を策定し、推進する。 

➢ 	旅費等に係る業務のＩＴ高度化・業務手続の簡素化を早急に進め、５月中

に策定するアクションプランに沿って、早急に目に見えるかたちで改善成果

を出す。 

（２）グローバル戦略

第二は、世界のダイナミズムを積極的に取り入れることで飛躍してきた

国民性を最大限に発揮し、世界とともに成長することを目指す「グローバ

ル戦略」である。「開かれた国づくり」の道を進む以外に、今後の経済成

長はあり得ない。同戦略は、以下を主な柱とする。 

① 世界に開かれた経済の構築 

「開かれた国づくり」に向けた取組のなかでも、特に、経済連携の加速

は重要であり、政府一体となって取組を進める。 

➢ 	ＥＰＡ締結国・地域を2009年初めまでに12以上とする目標に向けて取り

組む。さらに、締結国との貿易額の割合は依然として低いため、その貿易額

の全体に占める割合を2010年に1/4以上とすることを目指し、別紙の2010

年に向けた工程表を推進する。 

➢ 日本経済の“開国”度を判定する指標を策定し、それによって成果を検証
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しながらグローバル化への取組を進める。 

➢ 	資源エネルギーの安全保障を実現すべく、首脳・閣僚レベルを始めとして、

我が国の強みを活用した戦略的な資源外交を展開する。 

② 開かれた経済のインフラ強化 

ⅰ）「空」の自由化（便利な空港、開かれた空路） 

年内に航空自由化工程表を改定し、内外の利用者が便利になったと実

感できる、世界に遅れをとらない「空」の自由化（便利な空港、開かれ

た空路）を2010年に向けて集中的に進める。 

➢ 	羽田を世界に開き、成田と一体的に 24 時間運用して、国際空港機能を高

める。国内・国際双方の需要の伸びを勘案し、羽田のアクセス利便性を活か

せる路線を中心として世界への国際線の増加を推進する。羽田からアジアの

主要都市への昼間の路線を早期に実現する。 

➢ 首都圏空港全体で、年間発着枠80万回を2010年代半ばまでに実現する。

ⅱ）対日投資の拡大 

対日投資を拡大し、日本を世界とともに成長する国としていく。この

ため、今秋中に「対日直接投資加速プログラム」を改定し、フォローア

ップを行いながら、着実に進める。 

➢ 	今夏までに、Ｍ＆Ａ（買収のルール）のあり方の整理・明確化を、今年度

中に、内外無差別原則の例外である外資規制のあり方の包括的検討を進める

とともに、医療機器の対日投資拡大アクションプログラム策定、ビジネスコ

ストの低減等に取り組む。 

③ 国際的な人材強化 

ⅰ）高度人材の受入拡大 

経済成長のカギは人材であり、いま、多くの国が高度人材を集めるこ

とにしのぎを削っている。我が国においても、就労可能な在留資格の拡

大、より魅力的な雇用環境、生活環境の整備を早急に進める。 

➢ 	世界から高度人材の受け入れを倍増するため、産官学労で構成する「推進

会議」を設置し、平成20年中に関係府省でアクションプログラムを策定し、

推進する。 

➢ 2015年には受入人数を30万人まで倍増することを目指す。 
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ⅱ）教育の国際化 

開かれた国にする観点から、若いうちから国際感覚を身に付ける教育

を充実するとともに、高度人材受入とも連携させながら、留学生受入を

拡大させる。 

➢ 	教育の大胆な国際化を進めるため、平成20年度中に、グローバル３０(国

際化拠点大学３０)（仮称）を始めとする、留学生30万人計画を策定し、具

体化を進める。 

➢ 	留学生の就職支援等を進め、2020年を目途に留学生数を30万人とするこ

とを目指す。 

④ 「アジア経済・環境共同体」構想の実現 

我が国の強みを活かしてアジアの成長制約の克服とアジア市場の拡大

に貢献する「アジア経済・環境共同体」構想の実現を目指す。 

⑤ 国際競争力ある成長分野の創出 

グローバル化の進展の中で、世界との競争に打ち勝つため、国際競争

力ある成長分野を創出し、世界に向けて挑戦していく。 

➢ 	金融資本市場を強化し、世界の中での中核的な金融センターを目指す。「金

融・資本市場競争力強化プラン」を着実に実行するとともに、「株式市場の

厚み」や「老後の資産形成」に資する取組を検討する。 

（３）革新的技術創造戦略

第三は、日本経済の強みである、ものづくりに代表される技術力の維持・

発展を図る「革新的技術創造戦略」である。同戦略は、以下を主な柱とす

る。 

① 革新的技術戦略 

優れた革新的な技術シーズを特定し、資源の重点的・集中的投資を図

りつつ、それにふさわしい研究開発体制を整備して、スピード感をもっ

て発展させ、イノベーション創出につなげる。 

➢ 	他国の追随を許さない技術を持ち続けることを目指す、「革新的技術戦略」

を推進する。バイオ技術、医療関連技術を強化し、健康・医療産業をリーデ

ィング・インダストリーに育成するとともに、ＩＴを活かしたユビキタス技

術やロボット技術を一層活用して、高齢者や障害者が暮らしやすい社会づく
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りを進める。 

② 環境・エネルギー技術のトップランナー構想 

我が国の環境・エネルギー技術は世界のトップ水準にあるが、現在で

は革新の度合いが鈍化しており、トップ水準を堅持する取組を進める。

➢ 「環境エネルギー技術革新計画」を推進するとともに、技術開発の革新力

を強化するために、支援措置や、太陽光パネルをはじめ自然エネルギーの利

用を抜本的に拡充するための仕組みの導入などの取組を進める。 

③ 革新的技術特区（スーパー特区） 

革新的技術の開発を阻害している要因を克服するため、研究資金の特

例や規制を担当する部局との並行協議などの仕組みを創設する。 

➢ 	従来の行政区域単位の特区でなく、テーマ重視の特区（複数拠点をネット

ワークで結んだ複合体）であることなどを特徴とする「スーパー特区」を創

設する。 

➢ 	平成 20 年度は、第一弾として、先端医療開発特区を創設し、最先端の再

生医療、医薬品・医療機器の開発を促進する。 

④ 国家的プロジェクト緊急予算 

革新的な技術開発競争は、速いスピードで、かつ世界レベルで進んで

おり、迅速かつ機動的に支援できる仕組みが不可欠である。しかし、現

在年度途中に、府省の枠を超えて迅速に対応できる予算は極めて限られ

ていることから、新たな仕組みを早急に構築する。 

➢ 	世界レベルの革新的技術競争に即応するため、府省横断的、迅速かつ機動

的な研究開発投資を行うための仕組みとして、「革新的技術推進費」を創設

し、科学技術予算の一定枠をこれにあて、平成21年度から実行する。 

⑤ 検証に基づく重点的な予算配分 

研究開発予算が増大する中、使われ方の評価・検証を徹底する。 

➢ 	総合科学技術会議が中心となって、年内に、研究開発マネジメントのあり

方を点検し、ＰＤＣＡサイクルを改善する。その成果については、21年度以

降の評価に反映する。
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 （別紙：戦略実行プログラム）

１．全員参加経済戦略

（１）「新雇用戦略」の推進

厚生労働省及び関係省庁は、 2010 年までに 220 万人の雇用の充実を図るため、「新雇用戦略」を推進

する。具体的には、今後３年間を「集中重点期間」として、以下の施策に取り組む。

（ア）若者 

３年間で 100 万人の正規雇用化を目指し、ジョブ・カード制度の整備・充実、「フリーター等正規雇

用化プラン」、ニート等の自立支援の充実に取り組む

（イ）女性

３年間で最大 20 万人の就業増（ 25 歳～44 歳女性）を目指し、「新待機児童ゼロ作戦」（平成 20 年 2

月 27 日厚生労働省）の展開、仕事と育児等を両立できる環境整備、マザーズハローワーク事業の充

実等に取り組む

利用者の多様な選択を可能とする保育サービス提供の仕組み作り（「措置」から利用者の「選択」へ

の転換）や、認定こども園等の「二重行政」の解消、保育所の調理室必置や面積等の最低基準を地域

へ委譲、保育ママ制度の資格要件の緩和など、保育サービスに係る規制改革について、年内に結論を

得る 

（ウ）高齢者

３年間で 100 万人の就業増（ 60 歳～64 歳）を目指し、 65 歳までの継続雇用の着実な推進、地域貢献

活動・起業の支援、多様な就業による生きがい対策の推進等に取り組む。高齢者が意欲・能力・体力

に応じて働き続けられるよう、短期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

（エ）障害者等について、「『福祉から雇用へ』推進５カ年計画」（平成 19 年 12 月 26 日厚生労働省）に

基づき、着実に就労による自立を図る

（オ）テレワーク拡大のための環境整備

   テレワーク拡大のため、勤務時間等を柔軟に設定できるような仕組みづくりなど環境整備を進める

べきである 

（カ）仕事と生活の調和の実現など、安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境

整備に取り組む

（キ）働くことが不利にならない税制・社会保障制度の構築

（ク）生産性向上と最低賃金引上げに向けた官民一体の取組

（ケ）年齢差別撤廃（雇用対策法）の撤廃に向けた公務員雇用の柔軟化

（コ）短期雇用者の待遇改善

（サ）高度な職業訓練の体制整備 

（２）サービス業・中小企業の生産性向上

関係省は、生産性が低いサービス業・中小企業の生産性向上を図るため、下記の施策を早急にとりま

とめ、平成 20 年度中に実行に移す。

（ア）業種別生産性向上プログラム

ＩＴ（ソフトウェア・情報サービス）、通信・放送・コンテンツ、建設・住宅・不動産、宿泊・旅行、

小売、食品加工、物流、人材ビジネス、研究開発サービス業など生産性向上の観点から重要な業種に

ついて、具体的取り組み、工程表を明示したプログラムを策定し、実行する。関係省は本プログラム

のフォローアップを年２回程度定期的に実施し、経済財政諮問会議に報告する。

（イ）異業種間・企業規模間のコラボレーション

（ウ）地域間連携等
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（３）「生活直結型産業」の発展 

内閣府（少子化担当担当）、厚生労働省、経済産業省及び関係府省は、国民の潜在的ニーズが高い「生

活直結型産業」の発展を図るため、平成 20 年度中に以下の施策に取り組む。

（ア）医療・健康支援サービス

「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」中間とりまとめを踏まえ、画像診断による遠隔医療技術の

活用を推進する

また、民間企業による「健康コールセンター」設置について検討し、措置を得る

（イ）保育サービス


保育サービスに係る規制改革について、利用者の立場に立って検討を行い、年内に結論を得る


（ウ）介護・生活支援サービス


介護保険等での新技術の活用を促進する


（エ）教育サービス


地域のニーズに応じた公立施設等の開放を促進する


（オ）移動サービス


①タクシー運賃の「総括原価方式」の見直し等を検討し、年内に結論を得る

②ＮＰＯ法人等によるボランティア有償運送の円滑実施を支援する 

（カ）コミュニティビジネス

福祉、青少年教育、就業支援、地域環境などの地域の課題について、住民が主体となったＮＰＯや

企業がビジネスとして取り組む「コミュニティ・ビジネス」を育成・支援する

（４）世界最先端のＩＴ国家化

   内閣官房（ＩＴ本部）、総務省、経済産業省及び関係府省は、①国民の利便性向上、②企業のコスト

削減、③内部業務の効率化の３つの観点から、国民の立場に立ったＩＴ化を政府において徹底し、国

全体のＩＴ化につなげる。具体的には、平成20年度に以下の施策に取り組み、ＩＴ本部を中心に、６

月末までに改革工程表を作成し、それに従って早期に電子政府を実現する。

（ア）３つの先行プロジェクト


平成 20 年中に着手


①国民の利便性向上（住民票などを、自宅やコンビニで、いつでも取得できるようにする／携帯電

話による電子申請や、手数料の電子納付を促進する）、紙による添付書類の省略、ワンストップ化

（ある役所の証明書を、他の役所に提出しなくてすむようにする／そのため、行政機関相互で電

子的に共同利用できるようにする／引越し時など利用の多いものからワンストップ化する）、メリ

ットの拡大（電子申請した場合は手数料を引き下げる／住基カードを無料にする）

②企業の手続きコスト削減（多量・定型的な人事・労務関連手続について、データベース送付による一

括処理を可能にする／紙での保存義務づけを廃止／各企業に振られている番号の共通利用化）

    ③内部業務の効率化（旅費業務の簡素化／汎用品の活用／民間へのアウトソーシング／自治体シス

テムの標準化）

（イ） 官民の実務家チームを編成し、電子政府の全体設計図（改革行程表）を策定し、政府を挙げてその

実現に取り組む。その際の重点事項は以下の通り

・電子申請・電子処理を原則とする

・国民がよく利用する手続を重点的に改善する

・内部業務の効率化の観点から制度・運用を含めて見直す

・利用者ニーズを反映した電子政府の改善システムを組み込む

・外部専門家による進捗評価を行う
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２．グローバル戦略

（１）世界に開かれた経済の構築

外務省、経済産業省、農林水産省、財務省は、ＷＴＯの早期妥結に努めるとともに、 ①2009 年初めま

でにＥＰＡ締結国・地域を 12 以上、 ②2010 年までに貿易額の 25％以上を目指し、質の高い経済連携

の加速に取り組む。具体的には、以下の施策に取り組む。

（ア）別紙の 2010 年に向けたＥＰＡ工程表を実行に移す 

（イ）投資協定の締結に戦略的に取り組む

（ウ）アジア経済・環境共同体構想の早期具体化を図る 

（２）開かれた経済のインフラ強化

Ａ 「空」の自由化

国土交通省は、「空」の自由化を大胆に加速するため、平成 20 年中に航空自由化工程表を改定する。

2010 年までに、訪日外国人数を 1,000 万人以上にすることを目指す。具体的には、平成 20 年度中に

以下の施策に取り組む。

（ア）羽田空港の国際化

①アジアの首都や、ビジネスセンターとの路線は昼間も含め発着を可能とする

②2010 年に増加する発着枠約 11 万回をできるかぎり国際線に振り向ける。現在配分が決まってい

る国際線の発着枠（昼間年間３万回、一日約 40 便）の倍増（昼間年間６万回、一日約 80 便）を

2010 年以降早い段階で実現

③航空協定の改訂に配慮しつつ、発着枠増加分について、内際無差別枠を設ける

（イ）首都圏発着枠の拡大

①欧州線や北米線を実現するため、以下の措置を講じる

・深夜・早朝時間帯の拡大（特定時間帯の拡大・双方向化・恒久化）

・片道に関する昼間時間帯の離発着の解禁

②2010 年代半ばまでに、年間発着枠 80 万回を実現すべく取り組む

（ウ）オープンスカイの拡大

①混雑空港であるためにオープンスカイの対象外となっている成田と羽田についても、既配分枠に

ついて、次の仕組みを工夫して、対象とする 

・時間帯別料金制度の導入

・競争制限的にならないよう配慮しつつ、発着枠取引制度の導入

・航空協定の改訂に配慮しつつ、内際無差別枠の創設

②日ＥＵ間や日米間のオープンスカイ交渉についても早期実現に向けた検討を開始する

（エ）地方の「空」の改革

年度内を目途に空港別の収支を開示する
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Ｂ 対日投資の拡大

内閣府、経済産業省及び関係省庁等は、今秋中に「対日直接投資加速プログラム」を改定し、着実に

進め、対日投資の拡大を図る。具体的には、以下の施策に取り組む。

（ア）Ｍ＆Ａのあり方検討

経済産業省、法務省、金融庁は、買収防衛策の導入・発動等のあり方について、夏までに整理・明

確化する

（イ）外資規制の包括的あり方検討

関係府省等が連携し、外為法、個別業法、有事法制等における安全保障のあり方、内外無差別原則の例

外である外資規制のあり方の包括的検討について年度内に進める

（ウ）医療機器の対日投資拡大アクションプログラムの策定

医療現場で最先端の機器を世界に先駆けて使える魅力的な国内市場とするよう、厚生労働省、経済

産業省等関係府省、産学官等が連携して、審査官の大幅拡充をはじめとする内容のアクションプロ

グラムを早急に策定する

（エ）ビジネスコストの低減

①抜本的税制改革に併せた法人実効税率のあり方の検討

②ノーアクションレター制度及び税の文書回答手続きの抜本的強化等

（オ）対日投資推進体制の拡充


内閣府を中心に、対日投資の推進に向けた体制を拡充する


（３）国際的な人材強化

Ａ 高度人材（注）の受入拡大

政府内に産官学労からなる「推進会議」を設置し、2015 年までに高度人材の受入れの倍増（30 万人）

を目指して、関係府省が協力してアクション・プログラムを策定し、推進する。

（注）在留資格のうち、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計、医療、研究、教育、人文知識・国際

業務、技術、技能、投資・経営、企業内転勤の専門的技術的分野。2006 年現在 15.8 万人


（ア）企業等における外国人活用の推進


①企業における人事評価・給与評価の公平さと透明性の向上

②社会保障協定（国際的な年金通算など）の締結の加速 

③高度技能実習の導入など、研修・技能実習生が専門的技術分野の在留資を取得するためのキャリ

アパスの整備

④中央官庁等における外国人活用（特に観光庁、文化庁、ＪＥＴＲＯ等）


（イ）在留資格の取得要件の拡大 


①留学生の国内就職に当たってのビザ発給要件を緩和（例えば、総合職資格での発給）

②看護師や介護士等の国家資格を必要とするものは、原則として高度人材の対象資格として新たに

加えるとともに、秘書等の事務職についても一定の資格を新設

③有能な高度人材を移住者として受け入れ、永住権を付与することについて検討 


（ウ）外国人が住みやすい生活環境づくり


    ①先進的な英語教育を推進、税制面の支援の対象となるインターナショナルスクールの範囲を検討

するとともに、各種学校への認可基準（土地建物の自己所有要件等）の見直しを都道府県に促す

②内外での日本語教育を強化 

③医師免許の二国間協定の拡大
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Ｂ 教育の国際化

文部科学省及び関係省庁は、「留学生 30 万人計画」の実現に向けて、今年度から 2010 年までの３ヵ年

の取り組みを加速する。

（ア）「グローバル３０（国際化拠点大学３０）」（仮称）の構想の具体化

   留学生受け入れの拠点となる質の高い国公私立大学をコンペ方式で全国・各分野をトータルで 30

校程度（グローバル３０）選定し、以下の措置を講ずる。 

①留学生が英語で授業を受け、英語で卒業できるコース（これまでの日本語での授業と並行）の創設

②内外の大学によるネットワークを構築し、交換留学、単位互換、ダブルディグリーに取り組む

③内外無差別に教員の国際公募を行い、優秀な教員を採用。英語による教育コースは、欧米の一流

の大学のコースと同レベルの教育内容を確保 ④９月入学の拡大 ⑤海外校（学部など教育課程

を有するオフショアキャンパス）や留学生のリクルートのための海外におけるワンストップ拠点

を展開し、大学が海外で直接留学生をリクルート・選抜 ⑥支援措置の重点化（拠点大学に対す

る重点的な支援措置、留学生教育については授業料設定を自由化等）

（イ）留学生の就職支援

①ジョブ・カードを活用して、留学生の日本企業への就職を、産業界、大学、政府を挙げて支援する

②留学生の日本企業への就職を円滑化するため、在留資格の見直しを行う

③産学官で連携して留学生の日本企業への就職相談窓口を拡充する 

（ウ）英語教育の強化 

①英語教育（会話能力を重視）を小学校低・中学年から必修化する 

②中学・高校の英語教育の質を向上させるために以下の取組を進める

・教育の資格要件として英検１級以上の取得を義務付け 

・ＪＥＴプログラムの大幅拡充等により、外国人や英語能力の高い社会人をさらに活用

（エ）海外で活躍する日本人研究者の招へい

（４）国際競争力を持つ成長分野の創造

（ア）金融資本市場の競争力強化 

金融庁及び関係府省は、金融資本市場の競争力強化を図り、世界の中での中核的な金融センターを

目指して「金融・資本市場競争力強化プラン」を着実に実行する

①「金融・資本市場競争力強化プラン」の実行

・「金融・資本市場競争力プラン」を着実に実行する

②確定拠出年金

・本人からの拠出可能な仕組みとする（マッチング拠出）

・個人型の対象範囲を拡大するとともに、転職時にも支障のないポータビリティ性を確保する

・年齢や加入期間による制約を緩和する

③公的年金基金の運用改善

・専門性の高い運用を行うため、ガバナンス・体制の強化に向けた検討を開始し、平成 21 年まで

に改革の道筋をつける 

・年金積立金管理運用独立行政法人の神奈川県への移転を中止する 

④個人が長期に株式を保有しやすい環境整備

・従業員持ち株制度の拡充

・誰にもわかりやすく信頼される株式投資信託

（イ）医薬品・医療機器産業の革新

（ウ）知的財産戦略の推進
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３．革新的技術創造戦略 

総合科学技術会議及び関係府省は、革新的技術によって、①産業の国際競争力強化、②健康な社会構築、

③日本と世界の安全保障に取り組む。バイオ技術・医療関連技術を強化し、健康・医療産業をリーディン

グ・インダストリーに育成するとともに、ＩＴを活かしたユビキタス技術やロボット技術を一層活用して、

高齢者や障害者が暮らしやすい社会づくりを進める。具体的には以下の施策に取り組む。 

（１）「革新的技術戦略」の推進 

平成 20 年中に着手

（２）環境エネルギー技術のトップランナー構想

（ア）環境エネルギー技術の革新力強化及び普及

平成 20 年度中に検討・着手 

①省エネや低環境負荷の新素材・新技術の開発に対する経済的支援 

②事業化に際しての債務保証、特許料軽減などの負担軽減策

③優れた技術の製品化や事業化を需要面から支援する政府調達の活用

④環境・省エネ製品の優先的な調達（環境配慮契約法やグリーン購入法の対象範囲の拡大や、地方

自治体への拡大）

⑤自然エネルギーについて、利用を抜本的に拡充するための仕組み（価格面ないし量的に需給を安

定・拡大する仕組み） 

（イ） 環境エネルギー技術の世界標準化、世界市場への進出

（３）「革新的技術特区」（スーパー特区）

第一弾として、平成 20 年度中に「先端医療開発特区」を創設し、最先端の再生医療、医薬品・医療機

器について、重点分野を設定した上で、先端医療研究拠点を中核とした他の研究機関や企業との複合

体を選定し、研究資金の特例や規制を担当する厚生労働省等との並行協議等を試行的に運用し、開発

の促進を図る。

（４）国家的プロジェクト緊急予算

平成 20 年度中に検討し、平成 21 年度から創設・実行

①「国家的プロジェクト緊急予算」として、総合科学技術会議の下に、各省横断的に研究開発等の資

金枠（「革新的技術推進費」）を創設 

②総合科学技術会議において、優れた研究者・技術者のネットワークを整備して、世界の技術開発動

向を注視し、日本の水準を評価する（革新的技術の目利き機能の発揮）

（５）検証に基づく重点的な予算配分

研究開発予算が増大する中、使われ方の評価・検証を徹底する。総合科学技術会議が中心となって、

年内に、研究開発マネジメントのあり方を点検し、初期段階からの事業化可能性の評価の導入や費用

対効果に着目した評価の強化等を含めＰＤＣＡサイクルを改善するとともに、より効果的な評価の実

施を行うため、「研究評価に関する大綱的指針」を改定する。その成果については、21 年度以降の評

価に反映する。
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（別紙） 

2010 年に向けたＥＰＡ工程表 

国・地域 
貿易額 
割合 

現状 目標 

シンガポール 2.2% 
協定本体は、2002 年 11 月 30
日に発効。改正議定書は、
2007 年９月２日に発効。 

発効済み。 

メキシコ 1.0% 
協定本体は、 2005 年４月１日
に発効。日墨経済連携協定議
定書は 2007 年４月１日発効。

発効済み。 

マレーシア 2.4% 2006 年７月 13 日に発効。 発効済み。 

チ リ 0.7% 2007 年９月３日に発効。 発効済み。 

タ イ 3.3% 2007 年 11 月１日に発効。 発効済み。 

フィリピン 1.4% 
2006 年 12 月６日に国会で承
認。 

フィリピン上院の承認を得て発効す
る。 

ブルネイ 0.2% 2007 年６月 18 日に署名。 可能な限り早期の発効を目指す。 

インドネシア 2.7% 2007 年８月 20 日に署名。 可能な限り早期の発効を目指す。 

ASEAN 全体 13.0% 2008 年４月１４日に署名。 可能な限り早期の発効を目指す。 

韓 国 6.1% 
2008 年６月に交渉再開に向け
た実務協議を開催予定。 

交渉再開に向け、引続き粘り強く韓
国側に働きかける。 

湾岸諸国（GCC） 9.0% 2006 年９月に交渉開始。 
可能な限り早期に交渉の主要点に
ついての実質的な妥結を目指す。 

ベトナム 0.9% 2007 年１月に交渉開始。 
可能な限り早期に交渉の主要点に
ついての実質的な妥結を目指す。 

インド 0.8% 2007 年１月に交渉開始。 
本年中の交渉の実質的な妥結を目
指す。 

スイス 0.6% 2007 年５月に交渉開始。 
本年中の交渉の実質的な妥結を目
指す。 

オーストラリア 3.4% 2007 年４月に交渉開始。 

農林水産業の重要性を十分認識
し、守るべきものは守るとの方針の
下、我が国にとって最大限のメリッ
トを獲得することを目指す。 

米国 16.1% 現在、民間において議論。 
民間で行われている議論も踏ま
え、交渉開始に備えて研究を進め
る。 

ＥＵ 12.8% 現在、民間において議論。 
民間で行われている議論も踏ま
え、交渉開始に備えて研究を進め
る。 

（注）貿易額割合は、貿易総額に占める各国との貿易額の割合 
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