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日本の「稼ぐ力」創出研究会 中間論点整理（案） 
 

 
I. 議論の枠組み 
 
 グローバル化や人口減少といった内外の構造変化の中で、中期的

な好循環構造を作り出すため、日本経済を「グローバル経済圏」と

「ローカル経済圏」の 2 つに区分し、それぞれの課題と処方箋につ

いて、「一国二制度」的なアプローチで検討を進める。 

① グローバル経済圏の課題 
 グローバルな競争下で、我が国産業の収益力をいかに高めて

 いくか。 
② ローカル経済圏の課題 

 人口減少に直面する地域経済の持続可能性をいかに確保して

 いくか。 
 
 
 
II. グローバル経済圏 
 
 我が国産業の収益力の向上のためには、以下の2つの取組が必要。 
 

① 国際競争力を支えるビジネス環境の整備 
 エネルギーコストの低減、法人実効税率の引き下げ、イノベ

 ーションシステムの改革、雇用・人材システムの改革等 
② 我が国企業・産業のビジネスモデルの再構築 

 旧来型の価値創造のパターンから21世紀型のパターンへの転

 換を進め、我が国企業・産業の体質改善を図る。 
 
 為替レート等のマクロ的な環境は一定の改善を見せており、今後

は企業・事業がミクロの「稼ぐ力」を高めることで骨太の好循環構

造を構築することが重要であることから、①についても議論は残さ

れているものの、本研究会においては、特に②に重点を置いて議論

を行った。なお、個別の企業（ミクロ）の体質改善の遅れとマクロ

的な経済成長の鈍化との因果関係については、更に詳細に検討する

ことが必要。  

資料４ 



- 2 - 
 

1. 新たな価値創造パターン 
 

我が国企業の収益性は、デフレ状況や為替レート等のマクロ環境

の改善により、一定程度改善したものの、2013 年度で比較しても依

然グローバルには低い水準にとどまっている。この低収益性の背景

には、我が国企業が、高度成長期以来の売上高や市場シェアの量的

拡大を目指すビジネスモデル（垂直統合型・ピラミッド型）からの

転換が遅れていることがある。 
 グローバル化の進展、情報技術の高度化、消費者の価値観の多様

化といった環境変化に対応し、「規模・多様性」と「スピード」を同

時達成し高い収益を確保している新たなビジネスモデルとして、６

つの典型的なパターンについて議論を行った。 
 
【タイプ１】グローバル・ニッチ・トップ（GNT）型 

高い技術力を活かし限定的な専門事業分野において世界市場で高いシェア

を獲得。 
【タイプ２】開発・生産分離型 

製品の設計・開発と製造を分離し、競争力の高い工程に特化。 

【タイプ３】ソリューション型 
製品の製造・販売後のメンテナンスやオペレーションを通じて長期・安定

的な収益を確保。 

【タイプ４】マーケティング主導型 
製販一体又は連携によって、サプライチェーンに消費データを迅速にフィ

ードバックすることによって、製品、価格の差別化、サプライチェーンの効

率化を実現。 

【タイプ５】ファンド型 
自社内での技術開発にこだわらず、技術力と収益力を持つ他社の事業の買

収等、事業ポートフォリオを最適化し、規模と収益双方での成長を実現。 

【タイプ６】プラットフォーム型 
バリューチェーンの中で基幹的なサービスを独占的に提供する一方、周辺

サービスへの他社の参入・競争を促進することで、基幹的サービスの価値を

向上。 
 
 我が国企業の収益力の向上を図る上では、「業種」ではなく、この

ような「価値創造のパターン」に着目した取り組みが必要。なお、

国や業種を超え、横断的に企業を比較するに当たっては、資本効率

を示す指標（ＲＯＩＣ、ＲＯＥ等）が重要であるとの意見があった。 
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＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・更に内外の産業が直面する潮流変化について分析を進め、上記の

６つのパターンにとどまらず価値創造パターンについて検討し、

グローバル・ベンチマーク（後述）や関連する施策の検討に活用

する。 
 
 
2. ベンチャー創造の好循環 
 
 ベンチャーは、ビジネスイノベーションの担い手であり、我が国

産業が新たな価値創造のパターンへの転換を図るに当たっては、そ

の役割が決定的に重要。 
 創業期から一気通貫してベンチャーを育成する「ベンチャー・エ

コシステム」を構築すべく、経済産業大臣の下で実施された「ベン

チャー有識者会議」の結論も踏まえ、以下の施策に取り組む。 
 
＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・既存企業やベンチャー企業、支援人材等からなる「ベンチャー創

造協議会」を創設し、大企業とベンチャー企業の連携を創出・促

進。 
・官公需法を見直し、創業間もない企業（中小ベンチャー企業）の

政府調達への参入を促進し、経営の支援や信用力の向上を行う。 
・土曜日等を活用した起業疑似体験授業やモデル事業の実施、指導

事例の作成・普及などにより、初等教育からの起業家教育を拡充。 
・ベンチャーに対する目利き能力やハンズオン支援能力を有するト

ップクラスの人材ネットワークを作り、能力の高い支援人材の層

を大幅に拡充。 
・ベンチャーに挑戦する者を社会全体で称揚し、起業意識を向上さ

せるため、表彰制度（内閣総理大臣賞）を創設。 
 
 
3. インベストメント・チェーン全体を通じた産業金融改革 
 
 ビジネスモデルの転換と「稼ぐ力」の向上には、企業自らの大胆

な経営革新が必要であるが、同時に、収益性の向上は資本コストを

意識することと表裏一体であることに鑑みれば、こうした企業の取

組を支援する産業金融の役割も重要。 
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 その際、経営者と株主の関係という狭義のコーポレート・ガバナ

ンスにとどまらず、産業金融を仲介・提供する各プレーヤーが、企

業の経営改善や事業再生を促進する観点から適正なガバナンス又は

それを補完する機能を発揮し、企業の収益力の向上を支援すると同

時に、そのリターンを家計まで還元するという「インベストメント・

チェーン」を機能させるため、チェーン全体の改革を進めるという

視点も重要。 
 
① 間接金融の役割 

 我が国の資金循環が間接金融主体となっている現状に照らせば、

短期的には、間接金融を通じた成長マネー供給強化と新陳代謝の

支援も重要な課題である。 
そのような観点から、企業自らの取組に加え、金融機関におい

ても、企業の成長性を見極めつつ、適切に事業性を重視した融資

や、関係者の連携による融資先の経営改善・生産性向上・体質強

化支援等に取り組んでいくことが期待される。 
 
＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・事業分野全体に収益性・需給動向等の課題がある場合、産業競争

力強化法第５０条に基づき、事業分野に注目した調査公表を検討。 
・同条を適用する状況にはない場合についても、グローバルトップ

企業群と日本企業のビジネスモデルや成長性を比較・検討し、経

営判断や経営支援の参考となる評価指標（グローバルベンチマー

ク）設定のための、関係者による対話の場を設置。 
 
＜関連施策＞ 
・企業の成長性を見極めつつ、メザニン・ファイナンスやオブジェクト・ファ

イナンスなどの手法を組み合わせ、適切に成長マネーを供給する。また、政

府系金融機関を通じた劣後ローン等の供給や、優先株のインデックスへの編

入等の活用により、メザニンを活用したミドルリスクマネー供給を促進。 
・金融機関の国際競争力強化の観点から、企業の海外における最適な資金管理

を行うためのグローバルキャッシュマネジメント導入の課題を抽出し対応策

を検討。また、国際的に事業活動を行う企業が効率的な資金管理等を行うこ

とを容易にするため、租税条約・投資協定の締結等について課題を抽出し、

対応策を検討。 
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② 直接金融の役割 
 我が国においては、年金などのアセットオーナーの安全運用指

向が強いこと、その結果として運用会社などのアセットマネージ

ャーが育たず、企業へのガバナンス機能も十分に発揮されないと

いう悪循環に陥っているとの懸念がある。 
 適切なポートフォリオ管理とガバナンス機能の発揮によって、

資産運用の効率性を飛躍的に向上させ、直接金融の機能を強化す

るための具体的な施策を総合的に検討することが必要。 
 

＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・公的資金（ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）等）の

運用等については、安定運用の観点に加え、国民の資産形成促進

の全体最適実現のため、新たな運用方針を策定。準公的資金（国

立大学法人等）については、投資規制の見直しを検討。 
・私的年金の運用会社の受託者責任（損害賠償責任等）の範囲の一

層の明確化、適格デフォルト商品の設定、セーフハーバールール

の明文化等を諸外国の制度を参考にしつつ検討。 
・確定拠出型年金の活用促進のため、中小企業の負担軽減等を検討。 
・ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の普及を促進。 
・機関投資家等には利益相反が存在し得ることを前提に、スチュワ

ードシップ・コードにおいて求められる対応も踏まえ、長期的な

企業価値向上を通じた投資リターンの最大化に向けて有益と考え

られる取組を議論。 
・アセットマネジメント業界活性化の観点から、運用担当者の経歴

等に関する情報の開示を慫慂。 
・コミッション・シェアリング・アレンジメント（ＣＳＡ）の導入

等によるアナリスト産業の育成について検討。 
 
③ 投資家と企業の対話の促進 

 企業の長期的な収益力向上に向けた課題と対応策について、事

業会社と資金の出し手が対話を通じて共通認識を醸成することが

重要。 
 このため、対話の基礎となる企業情報開示のあり方や対話プロ

セスについて、グローバルな観点から見直していくことが有用で

ある。具体的には、株主総会プロセスや、金商法・会社法・取引

所規則における情報開示等について横断的な見直しを検討するこ

とが必要。 
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＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・ガバナンス効率の観点から、株主総会の開催日や基準日の設定、

招集通知期間等について国際的な状況を踏まえた見直しを行うと

ともに、産業関係団体等におけるガイドライン検討や実務的に障

害となる課題解決に向けた検討を行う。 
・金商法、会社法、取引所規則における情報開示等について、一体

的・統合的な開示を可能とするための横断的な見直しを検討する

ため、関係省庁や関係機関等をメンバーとする研究会を早急に立

ち上げる。 
・持続的な企業価値創造の観点から、対話・エンゲージメント促進

の方策や中長期的・統合的な企業報告の在り方等を幅広く検討す

るための産業界・投資家コミュニティ、関係機関から成るプラッ

トフォーム作りを推進する。 
 
④ その他、ガバナンスを高め、新陳代謝を促す方策として、以下の

課題について具体化を進めることが必要。 
 
＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・会社法の改正も踏まえ、社外取締役の活用の在り方やそのために

必要となる事項をベスト・プラクティスとともに整理・公表。 
・早期事業再生の実現に向けて、それに資する金融機関による融資

等の取組について情報収集・慫慂を行うほか、私的整理手続の改

善、充実や法的整理手続への円滑な引き継ぎの仕組みなどを検討。 
・複数の企業が共同で会社を設立して実施している事業や事業者間

が高い相互依存関係にあるコンビナートにおいて、競争力強化の

ため事業の集約統合等を進める場合に関係者間の調整事項を明確

化し、透明・公平かつ迅速に協議が行える枠組みを検討。 
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III. ローカル経済圏 
 

少子高齢化、人口減少の進展によって、地域の持続可能性は危機

的状況にある。更に、大手企業の生産拠点の海外移転などにより地

域の経済が行き詰まれば、雇用や消費の減少、流出が加速すること

が懸念される。 
 
 
1. 地域経済の将来像の「見える化」 
 

地域経済の持続可能性確保に向けた課題の解決のためには、まず

は、地域自らが、客観的な分析によって「見える化」される地域経

済の厳しい先行きを直視した上で、国や他の地域と連携しつつ、主

体的に取り組むことが必要。 
このため、地域が自らの経済、産業・就業構造等について将来像

を把握できるよう、具体的な分析の枠組みや結果を提供する。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・今回行った地域経済の暫定的な将来分析について、今後、試算方

法や分析の単位を精査した上で、地域自らが将来を見通し、中長

期の課題とその解決策を検討できるよう、分析の枠組みや結果を

提供する。 
  ※ 全国を 243 の「経済圏」に分けた上で、人口推計が公表されている

237 の「経済圏」について、一定の仮定の下、2030 年を視野に入れ、人口動

態、経済動向、産業・就業構造の変化等について分析 
・上記と併せて、ビッグデータを活用した地域の産業構造を分析す

るシステムを開発し、販路開拓等を始めとする産業振興を支援す

るツールとして、自治体に提供する。 
 
 
２．人口動態に応じた政策対応 
 

2030 年にかけて、三大都市圏や地域の拠点都市が属する経済圏を

含め、大半の経済圏（228/237）では人口が減少し、中には、生産年

齢人口、高齢者人口ともに減少する経済圏（36/237）も存在する。 
地域経済を支える人材を確保し、その持続可能性を確保する、あ

るいは、地域・全国レベルで出生率の改善を図るためには、地方部
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の経済圏からの若年者流出に歯止めをかけるとともに、三大都市圏

等から、地方部の経済圏へのＵ・Ｉターンを増加させるとともに、

生活拠点の地方分散を進めることが重要。 
若年者の地方部からの流出は、地方部に希望する「教育」及び「雇

用」の機会が十分に確保されていないことに起因していることから、

地域が強みを持つ産業（戦略産業）と密着した、特色のある教育環

境、雇用環境を整備することが必要。 
こうした取り組みと併せて、良好な生活環境等を PR することに

よって、官民が連携し、地方への移住・回帰の動きを後押しするこ

とも検討すべき。その際、地方部でも、やる気と能力を有する者を

都市部から積極的に受け入れ、活用するということが重要。 
 

＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・地域の金融機関や自治体と連携しつつ、地域の戦略産業の強化に

必要な人材像の把握から、Ｕ・Ｉターン希望者を含む人材の発掘・

育成、インターンシップの実施、移住支援までを一貫して行う「地

域人材バンク」を設立し、地域の企業と都市部の人材のマッチン

グを促進する。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・住宅、教育、子育て等の「生涯生活コスト」の比較・評価を通じ

て、地域の暮らしやすさを「見える化」し、公表する。 
 
＜関連施策＞ 
・地域の戦略産業のニーズを踏まえた教育カリキュラムの見直し、体制強化等

を行う地方大学を支援する。 
・高専、職業高校等を含め、地域の産業やコミュニティと一体となった特色の

ある教育を推進する。 
 
 
３．産業・就業構造に応じた政策対応 
 

就業人口が大きく減少することに伴い、仮に、最近の生産性向上

のトレンドが続くと仮定した場合でも、半数程度の経済圏（108／237）
では、2030 年にかけて、マイナス成長となることが懸念される。 

このため、地域の産業・就業構造に応じて、以下の方向性で施策

を講ずる。 
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 製造業、農業、観光業などの「域外市場産業」については、地

域毎の戦略産業として「選択と集中」を図りながら、海外を含

め、経済圏の外からの需要を取り込むことを目指す。 
 小売、生活関連サービスなどの「域内市場産業」については、

人口・需要の減少に応じて、事業運営の効率性を高める。例外

的に、需要の増大が見込まれる医療・福祉についても、公的負

担の拡大を抑制する観点から、地域毎の需要の見通しを踏まえ、

サービス提供体制の見直しを行う。 
 「域外」・「域内」両産業を通じて、地域資源を活かした新たな

ビジネスの創出、創業・第二創業の促進、事業承継や統廃合の

円滑化などにより、新陳代謝の活発化を図る。 
 
① 地域経済を牽引する製造業 

大手メーカーの事業拠点の存否は、地域経済の将来を左右する

重要な要素であるが、地域では、大手メーカーを頂点とする「ピ

ラミッド構造」が崩れるケースも出ている。 
自治体は、インフラ整備、人材確保など、企業が期待する立地

環境の整備に最大限の努力を行うとともに、中堅・中小の部品・

素材メーカーによる「ピラミッド構造」からの自立を目指す取組

を後押しすることも重要。 
こうした企業の中には、高い技術力を活かして海外市場で高い

シェアを獲得する「グローバルニッチトップ企業」も出てきてい

る。これまで培った技術等を活かして新分野に挑戦する中堅・中

小企業に対しては、①技術シーズの事業化、②販路開拓、③人材

の確保・育成の面で、当該企業を中核として研究機関、地方大学、

自治体、金融機関等が広域的に連携するネットワークの形成等を

通じ、それぞれ効果的な支援を行うことが必要。 
 

＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・OB 人材等からのノウハウ移転により、中堅・中小企業の生産性の

向上を支援する。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・ドイツのフラウンホーファー研究機構の取り組みを参考にしつつ、

国の研究開発独法の地方支部、地方大学、公設試験研究機関等の

地方の支援機能の抜本的強化に向け、国の研究開発独法による革
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新的な技術シーズを事業化に結びつける「橋渡し」を強化すると

ともに、関係機関のネットワークの構築、再編・統合を含めた連

携体制の在り方等を検討。県域を越えた得意分野の棲み分け、効

率的な人員体制、設備等の整備を行い、地域の中堅・中小企業等

を中核としたニーズに対応し製品開発から国内外の販路開拓まで

視野に入れた支援を実現する。 
 
② 地域資源を活かす農業・観光業 

農業や観光に関する地域資源は、地方部の小規模な経済圏を含

め、全国に広く賦存する。それらを活用し、域外から需要を取り

込むことができれば、農業や観光業は、地域経済を下支えする役

割を担うことも期待される。 
地域において、農業の就業者、耕地面積の減少が懸念される中、

農業を戦略産業として活性化するためには、生産効率の改善と内

外の新たな需要を獲得することによって、農業所得の向上を図る

とともに、若年者を含め、多様な担い手を確保することが必要。 
 観光業については、地域の歴史、文化、食、産業遺産など固有

の観光資源を活かした着地型や広域周遊型の観光や、長期滞在型

の観光の促進など、観光地域づくりによる多様なニーズに対応す

る高付加価値化とそれらのＰＲ、外国人を含め、利便性向上のた

めの取組が必要。 
 
＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・地域の農業資源を活用した農商工連携事業に取り組む事業者に対

する環境の整備や支援措置の拡充を行う。 
・農産品等の地域資源を海外展開する事業者、農業経営者に対し、

JETRO、クールジャパン機構等の関係機関による支援体制を強化

する。 
・参加・滞在型、広域周遊型等を含めた観光地域づくり・ブランド

化を推進する。 
・食、観光等の地域資源を、地域発クールジャパンとして海外に PR

するための番組の作成、現地放送の取組を支援する。 
 
＜関連施策＞ 
（農業） 
・農業の生産、6 次産業化・農商工連携、輸出の各段階において企業のノウハウ、

資本の活用を促進する。 
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・オールジャパンでの輸出体制の構築、国際規格認証の取得支援、検疫交渉の

推進など、農産品の輸出拡大、生産性向上に対する支援体制を強化する。 
・ロボット、IT 技術を利用したスマート農業の導入促進のための支援措置の拡

充、制度面の環境整備を行う。 
（観光） 
・観光産業の生産性の向上に向けた取組を後押しするとともに、高度な観光人

材の育成を推進する。 
・ビザの発給要件の緩和、多国語案内、表示の充実等、外国人観光客の利便性

向上策を推進する。 
・地域資源の発掘、消費者参加型の新商品・サービスの開発の促進のため、ク

ラウドファンディングや地域金融機関の出融資を受けた事業者に対する資金

面その他の重点支援などを行う。 
 
③ 地域の日常生活を支える小売・生活関連サービス 

域内の需要に依存する小売・生活関連サービスは、ほとんどの

経済圏（216／237）でマイナス成長となり、地方部の小規模な経

済圏では、事業の縮小・撤退によって、高齢者に「買い物難民」

が発生するなど、地域コミュニティの維持が困難になることも懸

念される。 
このため、地域の拠点となる都市においては、域内の需要流出

を防止するため、官民の連携の下、魅力ある街づくり、中心市街

地や商店街の活性化に向けた取組を進めることが重要。 
また、大きな人口減少が見込まれる経済圏においては、小売・

生活関連サービスの事業者自らが、商圏の規模に応じて、事業運

営を効率化するほか、自治体や非営利法人との連携を含め、高齢

者向けの宅配サービス、保育サービスなど、社会課題に対応する

新たなビジネスモデルへの転換を進めていくことも必要。 
 

＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・買い物弱者支援、育児支援その他、地域の生活を支えるサービス

を提供する非営利法人に対し、活動を評価する枠組みを整備する

とともに、資金面、人材面の支援を行う。 
 
＜関連施策＞ 
・中心市街地における商業機能の集積を進める自治体、事業者に対する支援措

置を拡充する。 
・地域の社会課題に対応しながら、商店街の再生を目指す取組に対する支援を

拡充する。また、行政、流通事業者、NPO と連携した買い物弱者支援の取組

を推進する。 
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④ 地域において高齢化に対応する医療・介護 
 医療・介護分野の需要見込みやサービスの提供体制には、地域

間で大きな違いが見られ、都市部では、提供体制に不足が見込ま

れる一方で、高齢者自体が減少する地方部では、提供体制に余裕

が生ずる地域もある。 
 地域の需要見込みに応じて、また、公的負担の拡大を抑制する

観点から、公的部門の見直し・効率化や、地域において、それを

促す医療保険の保険者機能の強化を始めとするガバナンスの在り

方の見直しを検討することが必要。 
また、予防や健康増進の分野を中心として、ＮＰＯを含め、民

間サービスの新規参入を拡大することによって、サービスの質の

向上や効率化を図ることも重要。 
 
＜当面具体化に向け取り組む事項＞ 
・産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度の活用、予防・

健康増進サービスの品質評価を行う仕組みの創設などを通じ、予

防・健康増進分野における民間サービスを育成する。 
・医療機関、企業、大学等が参加する協議会を設立し、自治体や企

業・保険者と連携しつつ、取組状況の共有等や、事業者間のマッ

チング、医療関係者と事業者とのネットワーク構築を促すととも

に、事業者に対して円滑に資金供給を行う枠組みを整備する。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・医療・介護分野において、医療法人、社会福祉法人等の異種法人

間での連携・統合を円滑化するとともに、その適切な運営を担保

するガバナンス強化の観点から、新たな「法人」の類型を創設す

ることを検討する。 
・医療保険の保険者について都道府県レベルでの連携を図りつつ、

地域医療ビジョンの策定プロセスに参画するなど、保険者機能を

強化する方策について、検討を行う。 
・医療の提供体制に不足が見込まれる都市部から地方部への移住を

促すため、医療・介護に係る「住所地特例」の拡充策について、

検討を行う。 
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＜関連施策＞ 
・地域医療ビジョンの策定、関係機関による IT 投資の促進を通じ、急性期医療

から在宅介護・生活支援サービスまでを一体的に提供するネットワーク体制

を構築・強化する。 
 
⑤ 地域のエコシステムを支える地域金融 

地域金融機関は、その営業エリアの地域経済と一蓮托生の関係

にあり、公的信用保証や不動産担保に過度に依存した貸付等を背

景に低下しているとされる地域企業に対する目利き能力を向上さ

せるとともに、コンサルティング能力を発揮し、中長期の成長資

金の供給、新たな事業展開に対する支援、実効性のある経営改善

支援などの役割を果たすことが求められる。 
こうした取組を進める上で、政府系金融機関、公的機関等は、

民間金融機関における目利き力の向上や経営改善支援の取組を支

援しつつ、金融機関の取組等を通じて、信用保証や担保に過度に

依存しない融資を促進するとともに、NPO 等における新たなニー

ズの出現を踏まえ、メザニンなどのエクイティ性資金の供給を含

め、民間にとって困難なリスクを取ることを通じ、民間金融機関

による中長期かつ安定的な成長資金の供給等を補完する役割を果

たしていくことが必要。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・事業再生局面において、地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）

や、ＲＥＶＩＣが出資をするファンドによる再生支援の活用を促

す。また、銀行法上の議決権保有規制（いわゆる５％ルール）の

特例の拡大を検討するなど、経営支援強化を通じて、再浮揚等を

促す。 
 
＜関連施策＞ 
・グローバルニッチトップ企業やその候補の海外進出支援のため、政府系金融

機関等を活用し、成長マネーを供給する。また、共同海外拠点を設置し、取

引先事業会社の海外展開を促す共通のプラットフォームとしつつ、人材を集

約化することで、海外進出を支援する。 
・地域の資金を域内において、経済合理性の範囲内で「再投資」することを促

進するため、地域コミュニティの維持・安定に資する企業、NPO 等へのファ

イナンスの仕組み等について検討する。 
・地域のコミュニティ生活を支える事業を行う法人や、それを統括する法人に

対する資金供給や経営支援のため、案件審査や信用保険制度の適用に当たり、
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活用できるよう、事業性、サービス提供の質、社会的貢献などについて活動

の「見える化」を図る。 
 
 
４．地域のガバナンスの改革 
 

地方自治体の財政については、2030 年度にかけて、人口減少、高

齢化の進展に伴い歳出が拡大する一方で、税収は伸び悩み、経済圏

の財政収支は悪化することが予想される。また、人口減少に伴う人

口密度の低下は、インフラの整備・更新を含め、行政サービスの効

率悪化につながる。 
こうした財政の厳しい先行きにかんがみれば、早期に行政サービ

スの効率化や財政健全化に取り組むことが必要。具体的には、コン

パクトシティの形成等による「集住」の推進、整備・更新の対象と

するインフラの「選択と集中」とＰＰＰ・ＰＦＩの活用、さらに、

政策課題に応じた、隣接自治体、地域の拠点都市や都道府県との課

題に応じた連携や事務の共同化等を進めることが重要。 
また、官と民、営利と非営利の間の連携に加え、医療・福祉の分

野と小売・生活関連サービスの分野など、異なる分野間の連携を進

めることも検討すべき。 
事業運営の効率化と併せて、こうした多様な事業主体の間の連携の

取組を円滑かつ効果的に進めるためには、そうした取組に適した新

たなガバナンスの在り方についても、併せて検討を行うことが必要。 
具体的には、医療・福祉のサービス提供の効率化のために、医療

法人、社会福祉法人等の異種法人間での連携・統合を円滑化する新

たな「法人」の枠組みを作り、バス等の公共交通、小売・生活関連

サービス等の日常生活を支える事業と合わせ、地域コミュニティを

一体的に支える仕組みとして活用することも検討する。 
 
＜本研究会で議論を深める事項＞ 
・地域の小売・生活関連サービス、医療・福祉、行政サービスの効

率化を図るため、事業運営の形態、ガバナンスの在り方について、

総合的な見直し・検討を行う。 
・その際、主に医療・介護分野を視野に入れて検討が行われている

新たな「法人」が、公共交通、小売・生活関連サービス等の日常生

活を支える事業も併せて取り扱う形で、地域コミュニティを一体

的に支える仕組みとして、その「法人」を活用することも検討する。  
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IV.  雇用システム改革 
 

中期的な好循環構造を作り出すためには、言うまでもなく、雇用

システム改革は重要。上記Ⅱ．の通り、本研究会では、雇用システ

ム改革を含む「国際競争力を支えるビジネス環境の整備」よりも、「我

が国企業・産業のビジネスモデルの再構築」に重点を置いて議論を

進めてきたところであるが、雇用システム改革についても、日本の

「稼ぐ力」創出の観点から、労働生産性の向上など、特に必要と思

われる要素について、議論を行った。 
したがって、必要な雇用システム改革の全体像については、改訂

版「日本再興戦略」の内容等も合わせて検討する必要がある。 
 
 
1．柔軟で多様な働き方の推進 
 
① 「多様な正社員」の普及による非正規雇用の正規化 

人口減少社会の到来や経済のグローバル化といった課題への対応

という観点からは、若者・女性・高齢者の活躍促進や教育制度改革

など幅広い取組が必要。特に、日本の「稼ぐ力」を創出するために

は、行き過ぎた非正規化を是正し、労働生産性の向上を図ることが

必要である。 
 

雇用者に占める非正規雇用の比率は長期的に増加傾向にあり、業

種別ではサービス業が増加分の約４割、医療・福祉が４割弱、年代

別では高齢者が約６割、就職氷河期世代が約３．５割を占める。 
一方、非正規雇用が多い産業においては、生産性の低迷が見られ

る。非正規雇用は雇用期間が限られるため、従業員の成長意欲を引

き出せず、また企業側も長期的な人材育成のインセンティブがなく、

結果として生産性の低迷が生じている可能性がある。 
 
これらを踏まえ、正規と非正規を峻別し、処遇や人材育成投資、

雇用の安定に明確な差を設ける従来の雇用システムを変革し、柔軟

で多様な働き方を可能にする「多様な正社員」を普及・拡大させる

ことなどにより、非正規雇用の正規化を進めていくべきである。 
既に一部の企業において、地域限定正社員、職種限定正社員とい

った「多様な正社員」の活用など、非正規雇用を正規化する取組が

なされている。優秀な人材の確保による生産性向上を図るため、こ
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れら先進的な事例を参考に、他の企業でも積極的な取組が望まれる。 
 

一方で、地域の中小零細企業は、独自に「多様な正社員」を雇用

し、人材を育成することが困難な場合がある。したがって、企業規

模の拡大や、限られた人材を共同で育成する仕組みの構築等を進め

るべきである。 
 
＜関連施策＞ 
・「多様な正社員」の普及・拡大に向け、本年年央を目途に、以下の項目を含む

「雇用管理上の留意点」をとりまとめる。 
◇ 相互転換制度 
◇ その他の雇用管理に関する事項 
◇ 労働契約の締結・変更時の労働条件明示の在り方 
◇ 処遇の在り方、いわゆる正社員との均衡の在り方 

・26 年度中に、専門性の高い高度人材を含む多様な正社員のモデルとなる好事

例及び就業規則の規定例を幅広く収集し、情報発信。また、雇用管理上の留

意点と併せて、セミナー等により事業主に対して徹底した周知。 
・さらに、27 年度に向けて、雇用管理上の留意点を踏まえた新たな支援措置を

検討 

・非正規雇用の正規化に対する支援などを行うキャリアアップ助成金の拡充（平

成 26年 3月 1日） 

 
② 時間でなく成果で評価される働き方の推進 

我が国における賃金制度は、原則、労働時間の長さに応じた報酬

が得られる仕組みとなっているが、柔軟で多様な働き方の推進とい

う観点からは、労働時間よりも成果を重視して評価されるような働

き方を進めることが必要であり、労働時間制度の見直しを含め、検

討を進めるべきである。このことは、我が国の労働者が、他の先進

国と比べて労働時間が長く、その結果、労働生産性が低くなってい

ることを解決することにも資するものと考えられる。 
 
＜関連施策＞ 
・産業競争力会議において、「日本再興戦略」の改訂に向け、「働きすぎ」改善

のための様々な手法の組み合わせ等による抜本的な方策と職務範囲が明確で

高い職業能力を持つ労働者等に適合した時間で測れない創造的な働き方がで

きる世界トップレベルの労働時間制度について、一体的・具体的な検討が進

められている。 
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2．労働市場の機能強化 
 
① ミドル層の「失業なき労働移動」を促すための企業内人材マネジ

メントの変革 
産業構造が変化し、事業環境変化のスピードがますます速くなる

中で、社会全体での最適な人員配置を実現するためには、従来の長

期安定雇用偏重のシステムを見直し、労働市場の機能強化を促すこ

とが必要。労働市場の機能強化を促進するためには、労働者個人個

人・社会の意識の変革や、労働需給調整機能を果たす外部労働市場

の役割も非常に重要である。 
一方、今後、少子高齢化により、ミドル層（40～55 歳程度）人材

の労働人口に占める割合が高まる中で、社内外を問わず、当該ミド

ル層の能力を十分に活用できるかが、企業にとっての人材マネジメ

ント上の大きな課題となっており、そのためには、特にミドル層の

労働市場の機能強化が重要。 
このような背景を踏まえ、各企業において、計画的な社内外労働

市場での人材活用など、企業内の人材マネジメントの変革に取り組

むべきである。 
 
＜関連施策＞ 

・雇用調整助成金（2012 年度実績額約 1,134 億円）から労働移動支援助成金

（2012 年度実績額 2.4 億円）に大胆に資金をシフトさせることにより、2015

年度までに予算規模を逆転させる。 

  
② 予見可能性の高い紛争解決システムの構築 

労働市場の機能強化を進めることは、企業が機動的に事業再編等

を行うために、積極的に外部人材を活用することの基盤となるもの。

ただし、それと同時に、雇用契約の終了時点におけるルールの明確

化、特に予見可能性の高い労働紛争解決システムの構築が必要であ

り、検討を進めるべきである。 
 
＜関連施策＞ 
・我が国雇用ルールの明確化・予見可能性の確保を目的として、労働関係の裁

判例の分析・類型化による「雇用指針」を策定・公表。国家戦略特別区域内

での相談にも活用予定。 
・予見可能性の高い労働紛争解決システムの構築に向け、労働審判事例等の分

析や、諸外国における仲裁合意等の関係制度・その運用状況の調査を実施。 
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3．外国人材の活用 
 

我が国産業の国際競争力強化のためには、より多くの優秀な外国

人材が、日本国内で働くことのできる環境を整備することが重要。   

既に、高度外国人材ポイント制の拡充や、技能実習制度の見直しが

進められているが、更に、留学生や「専門的・技術的分野」の外国

人材の受入れ拡大を図っていくことが必要であり、検討を進めるべ

きである。また、企業においても、ダイバーシティ経営を進め、国

内でも優秀な外国人材の積極的な活用を図っていくべきである。 
 

さらに、日本に留学し、国家資格等を取得するなど、日本国内で

活躍が期待されている外国人についても、在留資格の制限から、国

内での就労が認められない場合がある。元留学生に対する在留資格

の優遇などの制度の見直しが必要であり、検討を進めるべきである。 
 
＜関連施策＞ 
・出入国管理政策懇談会において、高度人材の受入れの在り方や技能実習制度

の見直しに加え、留学生や「専門的・技術的分野」の外国人材の受入れ拡大

も含め、検討が行われている。 
 
 
 

以 上 


