
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

第２章 強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現 

第１章で述べた過去の停滞の経験を踏まえ、目指すべき経済社会の姿を念頭に、

以下に掲げた基本設計を踏まえて成長戦略を具体化し、推進する。さらに、教育再生

等を通じ国民一人ひとりの能力向上、個性の発揮を支える。また、復興を加速し、地

域を再生する。将来を今から見据えて、持続可能な経済社会の基盤を構築する。同

時に、行政改革や地方分権改革等を通じて公的部門を改革する。こうした政策の実

行・推進を通じて、強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活を実現する。 

１．「日本再興戦略」の基本設計 

リスクを伴う投資や起業、転業・転職などに現実に挑戦するのは、国民一人ひとりで

あり、企業である。国民が未来は明るいと信じて前進し、企業経営者は、改革を決断し、

強い指導力を発揮する。それを促し、後押しするのがこの「日本再興戦略」である。そ

して、政府が、長期にわたり、また着実に、成長戦略の実行にコミットする姿勢を明確

にすることが極めて重要である。 

「日本再興戦略」の基本設計は、①民間投資を喚起するとともに、人材の育成やイ

ノベーションを創造する力を強化して労働生産性を高め、民間の潜在活力を昀大限に

発揮させるよう市場機能を高め、産業基盤を強化する（日本産業再興プラン）、②規制

改革を進めるとともに、ビジネス展開を支えるインフラを整備することで、社会課題を

バネに新たな成長分野を開拓する（戦略市場創造プラン）、③国民が豊かさを実感で

きるように、我が国の強みを活
い

かして拡大する国際市場を獲得し、世界のヒト・モノ・カ

ネを日本に惹
ひ

きつけることにより、世界の経済成長を取り込んでいく（国際展開戦略）

ことである。 

「日本再興戦略」の実行に向け、各府省が縦割りを排して連携し、政府を挙げて全

力で取り組む。その推進に当たっては、規制改革、予算の重点化、税制の活用等を含

め広範な政策対応を行うことが重要である。経済財政諮問会議と日本経済再生本部

が緊密に政策連携するとともに、総合科学技術会議、規制改革会議等、関係機関が

一体となって取り組む。

（１）生産性の向上を生む科学技術イノベーションなどの基盤強化（日本産業再興プラ

ン） 

① 民間投資の拡大等 

民間設備投資や研究開発投資の拡大、事業再編・事業組換えを促進し、産業の

新陳代謝を進める。また、内外の資源を昀大限活用したベンチャー投資・再チャレン

ジへの取組を促進する。こうした未来への投資や競争力強化のための産業転換が、
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新たなイノベーションを生み出し、企業収益を拡大するとともに雇用・所得を増大さ

せる。また、サービス産業の生産性の向上を図るとともに、中小企業・小規模事業

者の競争力強化を図る。 

② 人材活用と人材育成の強化 

経済を新たな成長軌道に乗せるためには、人材こそが我が国の昀大の資源で

あるという認識に立ち、生産従事者中心から、高度知識集約型の人材や、多様な

働き方を必要とするサービス業などの人材に対するニーズなどが高まっていること

を踏まえ、雇用や教育のシステムの見直しを行い、全ての人材が持てる限りの能

力を活
い

かせるよう環境整備を進める。特に、女性、若者、高齢者、障害者等の活躍

の機会の拡大、我が国のグローバル人材の育成と高度外国人材の活用、ワーク・

ライフ・バランスの更なる推進等に取り組む。 

③ 科学技術イノベーションの促進等 

「科学技術創造立国」の下、その力を復活させるため、総合科学技術会議の司

令塔機能を強化し、戦略分野にメリハリをつけて政策資源を投入することなど「日

本再興戦略」の実現にとって鍵となる「科学技術イノベーション総合戦略」 16を着実

に推進する。研究開発法人については、関係府省が一体となって、独立行政法人

全体の制度・組織の見直しを踏まえつつ、研究開発の特性を踏まえた世界昀高水

準の法人運営を可能とする新たな制度を創設する。研究開発を推進するとともに、

その成果を実用化し、市場獲得につなげるため、知的財産戦略や標準化戦略を

推進することにより、世界昀高の「知的財産立国」を目指す。新たなＩＴ戦略を精力

的に推進し、規制改革の徹底と基盤整備を進め、世界昀高水準のＩＴ利活用社会

の実現を図り、IT を活用した民主導のイノベーションを活性化する。 

また、基礎研究を含めた科学技術イノベーションを担う人材の育成は、我が国

の発展の礎であり、多様な場で活躍できる人材、独創的で優れた研究者の養成

を進めることが必要である。このため、研究者のキャリアパスの整備、女性研究者

の活躍の促進、次代を担う人材の育成などの取組を進める。 

④ 成長を促進する金融、公的・準公的資金の運用等 

企業投資やリスクファイナンスを通じて新たな成長が生まれるよう、金融面の環

境整備をすることが重要であり、少額投資非課税制度（NISA）の普及を通じた家計

資産の多様化の促進等に取り組む。 

アジアの成長も取り込みつつ、証券市場の活性化や資産運用マーケットの強化

を図ること等により、アジア金融市場をリードする国際拠点となることを目指す。 

16 「科学技術イノベーション総合戦略」（平成 25 年６月７日閣議決定）
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また、公的年金、独立行政法人等が保有する金融資産（公的・準公的資金）の

運用等の在り方について検討を行う。 

⑤ 規制改革等 

規制改革は、民間投資を喚起し、生産性を高めるとともに、潜在的な需要を顕

在化させるなど、豊かな国民生活を実現するために不可欠な政策ツールである。

新たな成長分野や人材、雇用等の分野において、骨太な規制改革を進めることに

より、新たなフロンティアを切り開くとともに、自由な市場環境を整備する。 

再生医療の推進、医療機器に係る規制改革の推進、石炭火力発電に対する環

境アセスメントの明確化・迅速化、一般用医薬品のインターネット等販売規制の見

直しなど、特に緊急性・重要性の高いテーマを含め、規制改革会議の答申 17がまと

められた。これを踏まえ、政府の取組方針をまとめた「規制改革実施計画」 18を着

実に推進し、毎年度末にその実施状況に関するフォローアップを行う。今後、我が

国の規制が世界昀先端になっているかを検証する国際先端テストの実施等を通じ、

規制の多くが内包する利害対立の構造を突破し、大胆な改革を進める。また、規

制改革会議において、農業、保険外併用療養費制度などについて議論を掘り下げ、

思い切った規制改革に取り組むとともに、所管府省による規制見直しの PDCA 19サ

イクルの仕組みについて検討を行う。 

内閣総理大臣主導の下、大胆な規制改革等を実行するための強力な体制を構

築して国家戦略として取り組む「国家戦略特区」を創設する。 

⑥ 安価で安定的なエネルギーの確保 

安価で安定的なエネルギーを環境に配慮しつつ確保するため、多様な供給体制、

高効率な火力発電（石炭・LNG）の導入、LNG 調達コストの低減、石油・LP ガスサプ

ライチェーンの維持・強化の促進、エネルギーマネジメント等を含めた省エネの昀大

限の導入等を推進するとともに、中長期的なエネルギー政策の軸、方向性を明らか

にする必要がある。電力システム改革については、遅くとも 2020 年を目途に完了す

る。 

原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、

原子力規制委員会により規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を

尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、立地自治体等関係者の理解と協

力を得るよう取り組む。 

17 「規制改革に関する答申」（平成 25 年６月５日、規制改革会議） 
18 「規制改革実施計画」（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 
19 計画（Plan)－実施（Do)－点検・評価（Check)－施策の改善（Action)のサイクルのこと。 
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（２）新たな成長分野の開拓（戦略市場創造プラン）

日本が国際的に強みを持ち、将来グローバル市場として成長が見込まれる分

野について、新たなビジネスを展開するための社会インフラを整備するとともに、こ

れまでの規制・制度を見直し、世界に先駆けて課題解決していくことが重要であ

る。 

これらに該当する、「健康寿命」の延伸、クリーン・経済的なエネルギー需給、安

全・便利で経済的な次世代インフラ、世界を惹
ひ

きつける地域資源といった分野では、

巨大な潜在的需要や、市場化に伴う雇用創出も見込まれ、将来の日本の成長の

中核となることが期待される。同時に、需要の顕在化を妨げている障害を除去し、

満足度の高い財・サービスが消費されることを通じて、国民生活の質的水準・満足

度の向上がもたらされる。 

（３）グローバル化を かした成長（国際展開戦略） 活
い

グローバル化を活用して持続的な成長を実現するためには、貿易と投資の双方

の拡大を目指し、ヒト・モノ・カネが自由に行き来できる環境の整備、日本と円に対

する信用の維持、グローバルに稼げる分野の確保、ビジネス環境の整備やグロー

バル人材・現地人材の育成等に取り組むことが重要である。 

① 実質国民総所得（GNI）の増加に向けて

実質国民総所得（実質 GNI）を増加させていくためには、a）その大宗を占める実

質 GDP が、賃金上昇を伴う内需の拡大等により成長することが不可欠であること

はもとより、b）グローバル化の推進、特に成長する新興国市場への事業投資によ

り海外活動からの所得を拡大すること、c）イノベーション等を通じ国際競争力のあ

る財やサービスを創出しその輸出を増加させる一方、エネルギー・資源等の安価

な輸入を確保する等により交易利得を拡大することが必要であり、こうした取組を

推進する。 

② TPP 等の経済連携 

国益に資する経済連携交渉を推進するため、関係府省庁などの体制強化を図る。

TPP（環太平洋パートナーシップ）協定交渉に積極的に取り組むことにより、アジア

太平洋地域の新たなルールを作り上げていくとともに、RCEP（東アジア地域包括的

経済連携）や日中韓 FTA といった広域経済連携と併せ、その先にある、より大きな

構想である FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）のルールづくりのたたき台としていく。

また、欧州等との経済連携も同時並行で推進し、世界全体の貿易・投資のルールづ

くりが前進するよう、中核的な役割を果たす。 
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③貿易・投資促進によるハイブリッド成長 

官民連携により、ODA 等の公的資金も活用したインフラシステム輸出の促進 20、中

堅・中小企業・小規模事業者、サービス業の海外展開、日本食・日本産酒類、コンテ

ンツや文化の輸出等クールジャパンの推進 21、観光立国の実現等を促進する。さら

に、海外展開に対する金融面での支援として、特に成長著しいアジア諸国との間で、

日系企業の現地通貨建て資金調達支援を含む二国間金融協力、金融インフラ整備

の技術支援等を推進する。 

また、特区制度の抜本的改革、政府の外国企業誘致・支援体制の抜本強化等に

より対内直接投資を促進するとともに、海外からの高度人材の積極的受入れなど、

魅力的なビジネス環境を整備する。さらに、グローバル化を支える人材の育成、我が

国が強みを持つ分野での法制度を含む制度整備支援、制度金融や貿易保険等を活

用した海外への投融資の拡大、産業・物流拠点の整備・利便性の向上を図る。こうし

た取組を進めるため、在外公館、国際協力機構（JICA）、日本貿易振興機構

（JETRO）等の拠点を確保し、相互連携を図る。 

２．復興の加速等 

東日本大震災からの復興を加速する。①復興庁の司令塔機能の強化と現場主

義の徹底、②復興予算に関するフレームの見直し、③復興の加速策の具体化と推

進、について早急に対応すべきとの方針の下、住宅の早期再建、生業の再生等に

ついて矢継ぎ早に必要な施策が講じられており、引き続き更なる復興の加速に取り

組んでいく。 

原子力災害により深刻な被害を受けた福島の復興・再生については、まず何よ

りも原発事故の収束に向けた取組を安全、確実に進めることが大前提であり、地元

の事情を尊重しつつ、国が前面に出て廃炉・事故収束や除染を進めていく。その上

で、住民の健康確保に万全を期し、インフラ整備、生活再建等を着実に進めるとと

もに、賠償や復興政策等の一体的な取組みにより復興・再生を加速する。 

また、単に従前に復旧するのではなく、震災復興を契機として、我が国や世界の

モデルとなる『新しい東北』22の創造が必要である。このため、①元気で健やかな子

どもの成長を見守る安心な社会、②「高齢者標準」23による活力ある超高齢社会、

③持続可能なエネルギー社会（自律・分散型エネルギー社会）、④頑健で高い回復

力を持った社会基盤（システム）の導入で先進する社会、⑤高い発信力を持った地

域資源を活用する社会、といった『新しい東北』の要素となる５つの目指すべき政策 

20 「インフラシステム輸出戦略」（平成 25 年５月 17 日、経協インフラ戦略会議） 
21 「クールジャパン推進会議取りまとめ」（平成 25 年５月 28 日、クールジャパン推進会議） 
22 「『新しい東北』の創造に向けて（中間とりまとめ）」（平成 25 年６月５日、復興推進委員会） 
23 高齢者を地域づくりの標準に据えること。
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の方向性に沿って、早急に施策の具体化を図る。さらに、被災地において、「日本

再興戦略」、「科学技術イノベーション総合戦略」、「規制改革実施計画」の一環とし

て行われる社会実験や研究開発・環境支援プロジェクト等を迅速に進め、全国に先

駆けて新しい持続可能な経済社会のモデルとなる「創造と可能性ある未来社会」を

創り出し、発信していく。 

３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化 

（１）教育再生の推進と文化・スポーツの振興 

（教育再生） 

「教育基本法」 24の理念を始め、教育再生実行会議の提言を踏まえつつ、第２期

教育振興基本計画25等に基づき、人材養成のための施策を総合的に行い、教育

再生を実行する。 

世界トップレベルの学力の達成等に向け、英語教育・理数教育・ICT 教育・道徳

教育・特別支援教育の強化など社会を生き抜く力の養成を行う。意欲と能力に富

む若者の留学環境の整備や大学の国際化によるグローバル化等に対応する人材

力の強化や高度外国人材の活用、ガバナンスの強化による大学改革とその教育

研究基盤の確立を通じた教育研究の活性化など、未来への飛躍を実現する人材

の養成を行う。就学支援を行うとともに高校無償化制度の見直しを行う。幼児教育

の無償化に向けた取組を財源を確保しながら段階的に進める。 

その際、少子化の進展も踏まえエビデンスに基づき効果的・効率的に施策を進

め、PDCA を確実に実施する。 

（文化芸術・スポーツの振興）

文化芸術立国を目指し、国として、日本文化・価値の発信や文化財の保存・活

用・継承、国立文化施設の機能強化、文化芸術の担い手の育成と子どもの文化

芸術体験機会の確保など文化芸術を振興するとともに、スポーツ立国を目指し、

生涯スポーツ社会の実現や、オリンピック・パラリンピックの招致、国際競技力の

向上、障害者スポーツの推進などスポーツを振興する。 

（２）女性の力の昀大限の発揮 

女性の力が民間、政府、NPO など社会の様々な分野で昀大限発揮される「女性

が輝く社会」を実現する。このため、「待機児童解消加速化プラン」 26の展開、「放課 

24 「教育基本法」（平成 18 年法律第 120 号） 
25 「教育振興基本計画」（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 
26 「待機児童解消加速化プラン」（平成 25 年４月 19 日総理発表）
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後子どもプラン」の推進等による子育て環境の抜本的改善、継続就業・再就職支

援等女性のライフステージに対応した活躍支援、女性の起業・創業や地域におけ

るコミュニティ活動等の支援、テレワークの推進など働き方の見直しを含めたワー

ク・ライフ・バランスや男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境整備、母子家

庭の母等への就業支援等を進める。また、女性の活躍促進や仕事と子育て等の

両立支援に取り組む企業に対するインセンティブ付与、女性の役員・管理職等へ

の登用促進に向けたポジティブ・アクションの取組促進等を進める。 

（３）少子化危機突破 

少子化危機ともいうべき現状を突破するため、子育て支援の強化、働き方改革、

結婚・妊娠・出産支援の三本の矢からなる、「少子化危機突破のための緊急対策」 
27を着実に実行する。 

（４）若者・高齢者等の活躍推進、セーフティネットの整備 

大学等の就職活動システムの見直し、民間の知恵を活用したキャリア教育充実、

中小企業・小規模事業者の魅力発信、企業ニーズに即した社会人の学び直し、ハ

ローワークにおける積極的民間活用、起業しようとする若者への支援等により、若

者の活躍を推進する。 

行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への大胆な政策転換、民間人材ビ

ジネスの活用等により、成熟分野から成長分野に失業なき労働移動を進める。 

また、中小企業・小規模事業者への支援を図りつつ昀低賃金引上げに努める

ほか、柔軟で多様な働き方が可能となる制度見直し、産業構造の変化に伴う学び

直しの拡大や教育内容の見直し、民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能

の強化等を進める。 

これらの取組等により、若者、高齢者等、国民一人ひとりが自分の能力を昀大

限発揮できる職に就けるようにするなど、その活躍を推進する。 

自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、障害者を含め弱い立場の者に

は必要なセーフティネットを整備することで、自立できる安心を提供し、意欲ある全

ての人々が就労などにより社会参加できる環境を整備する。 

４．地域・農林水産業・中小企業等の再生なくして、日本の再生なし

地域自らが経営改革に取り組むとともに、それぞれの地域が独自の付加価値を

創造し、自立的に発展できるよう、現場の視点に立って、環境整備を進めることを通

じて、地域を再生する。 

27 「少子化危機突破のための緊急対策」（平成 25 年６月７日、少子化社会対策会議決定） 
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農林水産業は、地域の活力を創造する上で極めて重要である。多面的機能を発

揮しつつ、農林水産業が成長産業となり、美しく伝統ある農山漁村の次世代への継

承を目指す。 

また、地域の中小企業・小規模事業者は、製造業からサービス産業まで我が国の

産業基盤を広範に形成しており、その躍進を図ることは、地域経済の再生をもたらし、

さらには我が国の国際競争力の底上げにつながるものである。一方で、地域の中小

企業・小規模事業者には景気回復の効果が及んでいないという声もあり、政府として

は、こうした地域・中小企業・小規模事業者の実情を正確に把握するよう努めるとと

もに、その特性に応じた対応を講ずることにより、地域経済の活性化を図る。 

（１）特色を かした地域づくり活
い

（都市再生・まちづくり、地域活性化等） 

国際競争力のある大都市を形成する。官民の地域の多様な関係者が連携して

地域の戦略に基づき、民間の知恵や資金を活
い

かした都市再生や公共交通の活性

化を、不動産証券化等の手法も活用しつつ、多様な支援策を通じて推進する。上

記の取組を可能とする不動産情報や関連する基準の整備を推進する。国際会議

の誘致やシティ・セールスの推進、都市災害に対する脆
ぜい

弱性の克服、競争力を強

化する交通インフラの整備や老朽化したインフラの対策を集中的に進める。 

人口減少や高齢化が進展する地方都市においては、上記の連携を活
い

かし、民

間の知恵や資金を活用しつつ、それぞれの地域戦略に基づき、コンパクト・シティ

やスマート・シティを実現・拡大するとともに、公共交通の充実や高齢者等が安心し

て暮らせる住宅の整備等を行う。また、環境モデル都市等の地域活性化や持続可

能な地域づくりに向けた取組を推進する。 

さらに、まちづくり等においてグリーン成長のための仕組みの活用を推進する。

広域的な交通基盤を通じて、地域独自の資源や伝統文化などを活
い

かした観光振

興等により交流人口を増やす。

「地域の元気創造プラン」を通じて、産・学・金・官の連携のもと、民間の資金を

活用して、地域のイノベーションサイクルを構築し、雇用の拡大を図るとともに、エ

ネルギー・インフラや公共クラウド28などの地域の基盤整備を進める。 

また、過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不利地域においては、航路、

航空路等を含めた必要な交通基盤を維持するとともに、民間活力を導入しながら

生活支援機能及び定住環境を確保し、集落の活性化を図る。 

地域における課題解決や地域活性化の上で重要な役割を果たしている NPO の 

28 地方自治体の情報システム基盤とクラウド技術を活用して、システムの統合化・集約化を図り、行政データを公

開することを通じて、民間事業者を含む様々な主体が共同で利用できる情報インフラ。
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活動、ソーシャルビジネス等を、人材、資金、信頼性向上の点から支援するため、

中間支援組織の体制強化や地域における協力・連携体制の整備等を促進する。 


また、特区の取組を活性化させる。 


（沖縄振興）

沖縄は、成長するアジアの玄関口に位置付けられるなど、大きな優位性と潜在

力を有しており、日本のフロントランナーとして 21 世紀の成長モデルとなり日本経

済活性化の牽
けん

引役となるよう、国家戦略として、沖縄振興策を総合的・積極的に

推進する。こうした中で、「国家戦略特区」の議論を踏まえ、沖縄をイノベーション

の拠点とすることを検討する。また、世界昀高水準を目指して先端的・学際的な

研究活動を進める沖縄科学技術大学院大学（OIST）等を核としたグローバルな

知的・産業クラスターの形成を進める。 

（２）農林水産業・地域の活力創造 

生産者の減少と高齢化の進展、耕作放棄地の増加等の構造的問題に対応し、

競争力強化の観点から、担い手への農地集積・集約、６次産業化、農林水産物・食

品の輸出拡大、科学技術イノベーションの活用等を進めるとともに、経営所得安定

対策（旧：戸別所得補償制度）を適切に見直し、あわせて、農林水産業の多面的機

能の発揮を図る取組を進め、新たな直接支払制度の創設を検討する。また、森林・

林業について、新たな木材需要の創出や国産材の安定的・効率的な供給体制の構

築等に取り組む。さらに、水産業について、水産物の消費・輸出拡大、持続可能な

漁船漁業・養殖業の実現に不可欠な基盤整備の推進等を図る。攻めの農林水産業

を展開し、農林水産業を成長産業にする。美しく伝統ある農山漁村を次世代に継承

する。また、食の安全を確保し、消費者からの信頼を確保する。このため、「農林水

産業・地域の活力創造本部」において、具体的な方策をできるだけ早期に取りまと

め、実行に移す。 

（３）中小企業・小規模事業者の躍進 

全国 420 万の中小企業・小規模事業者は、地域経済のみならず、日本経済の活

力の源泉であり、またその成長を支える原動力でもある。これら中小企業・小規模

事業者の更なる躍進を促すため、地域資源等の活用・結集・ブランド化、参入障壁

の低減による医療、環境分野等新たな成長分野への進出促進、海外展開を目指す

企業に対する支援体制の拡充・強化等を通じた国際展開の支援に取り組むとともに、

ものづくり産業の強化を図る。あわせて、地域の起業・創業、事業引継ぎ・事業承継、

再チャレンジを促進し、新陳代謝を図る。コンパクト・シティの形成、商店街や中心市

街地の活性化を支援する。また、地域の実態を踏まえ、公共調達における地域の中

小企業・小規模事業者に配慮する。消費税率の引上げに際して消費税を価格に転
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嫁しやすくするための環境を整備する。さらに、地域経済の安定と我が国経済社会

の発展に寄与するという観点から、小規模事業者の事業活動を活性化させるため

の施策を推進する。 

５．長期的に持続可能な経済社会の基盤確保 

強い日本、強い経済、豊かな生活の実現のため、国際環境等の変化に対応しつ

つ、国民生活の安全・安心が確保されるよう持続可能な経済社会の構築に必要な対

応を進める。 

（１）持続可能性を重視した中長期投資の推進等 

持続可能な経済社会の実現のためには、①経済社会の発展を可能にする中長

期投資、リスクテイクが行われ、イノベーションを通じて革新的技術と新たな基幹産

業が生み出され、②多様なステークホルダーに価値が還元され、③企業や社会に

おいて価値創造を担う人材が育ち、④異なる文化・伝統を持つ国・地域が受容され、

世界経済の発展に貢献し、⑤自然や環境と共生することが必要である 29。これを可

能とする市場経済の在り方について、経済財政諮問会議を中心に検討する。

（２）地球環境への貢献 

長期的視点も踏まえつつ、環境と経済の両立を図り、地球環境問題の解決に向

けて昀大限貢献する。我が国の優れた環境技術や経験を生かし、二国間オフセッ

ト・クレジット制度の本格導入や革新的環境技術開発の推進を始めとする攻めの地

球温暖化外交戦略を進め、地球環境問題解決に積極的に貢献していくとともに、国

民が良好な環境を享受することができるよう、環境汚染への対策、自然との共生、

循環型社会の実現に取り組む。 

地球温暖化対策については、本年 11 月の国連気候変動枠組条約第 19 回締約

国会議（COP19）までに、従来の25％削減目標をゼロベースで見直す。また、新たな

計画策定に至るまでの間においても、それぞれの取組状況を踏まえ、「京都議定書

目標達成計画」と同等以上の取組の推進を図る。 

さらに、社会全体として低炭素化に取り組み、そのためのイノベーションや投資を

促進させることで国際競争力を高め、日本の技術で世界の温室効果ガス排出削

減・吸収や持続可能な経済社会の実現に貢献する。

（３）国土強 化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災の取組 

切迫する大規模災害が懸念される中、東日本大震災等の教訓を踏まえ、いか 

靱
じ ん

29 「目指すべき市場経済システムに関する専門調査会」中間報告（平成 25 年６月６日） 
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なる事態が発生しても人命を守り、行政・経済社会の重要機能に係る致命的損傷

を回避すること等の事前防災・減災の考え方に立ち、国土政策・産業政策・エネル

ギー政策、政府機能のバックアップ、行政の業務継続計画（BCP）の充実、人材の

育成等も含めた総合的な対応を進めるため、政府横断的な国土強靱
じ ん

化（ナショナ

ル・レジリエンス）への取組を行う。 
ぜい じ ん

各府省による脆弱性評価を踏まえて５月に取りまとめられた「国土強靱化推進に

向けた当面の対応」 30で示されたハード・ソフトの連携、重点化・優先順位付けの考

え方に基づき、施策を具体化し、その推進を加速する。特に、公共事業と非公共事

業の連携や関連省庁間の連携・予算の適正配分を進める。 

また、南海トラフ巨大地震、首都直下地震などの大規模災害対策を推進すると

ともに、広域応援等を円滑に実施するための災害対応の標準化に向けた検討や公

共施設等の耐震化を含めた防災・減災の取組を進める。 

（４）安全・安心な社会の実現等（消費者行政、治安・司法、防衛等） 

安全・安心な社会を実現していくため、国民生活の安定の基盤となる社会保障

制度を持続可能なものとしていくとともに、以下の取組を推進する。 

（消費者行政の推進） 

消費者の安全・安心の確保は消費の拡大と成熟した社会の形成にとって大前提

となる。悪質な事業者による消費者被害の防止、被害者救済、安全性の確保、食

品と放射能に関するリスクコミュニケーション、分かりやすい食品の表示のための取

組を強化する。地方における消費者教育や消費者が安心して相談できる環境の整

備等を推進することにより、消費者の安全・安心を確保する。 

（治安・司法・危機管理等） 

良好な治安を確保するため、本年５月に犯罪対策閣僚会議で決定された「基本方

針」31に基づき、各府省連携を強化し、サイバー犯罪・サイバー攻撃対策、テロ対策・

カウンターインテリジェンス、組織犯罪対策、ストーカー、配偶者からの暴力など生

活の安全や国民の安心感を脅かす犯罪への対策、不法滞在対策、治安や海上保安

の人的・物的基盤の強化等に取り組むとともに、本年 12 月を目途に犯罪に強い社会

の実現に向けた新たな行動計画を策定し、着実に実施する。 

また、非行少年や刑務所出所者等の再犯防止対策等を推進する。総合法律支援 

30 「国土強靱
じん

化（ナショナル・レジリエンス（防災・減災））推進に向けた当面の対応」（平成 25 年５月 28 日、国土強

靱
じん

化の推進に関する関係府省庁連絡会議） 
31 「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画の策定の基本方針について」（平成 25 年５月 28 日、犯罪対

策閣僚会議）
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の実施等を通じて、国民に身近で頼りがいのある司法を実現する。 

さらに、ITS の活用等「第９次交通安全基本計画」 32に基づく取組、「サイバーセキュ

リティ戦略」 33に基づく取組、海洋の安全確保、危機管理の充実強化等を通じ国民の

安全・安心の確保に取り組むとともに、都市部における地籍整備を推進する。宇宙イ

ンフラを安全保障・防災等に活用するため、衛星の整備・活用のほか、安全かつ安

定した宇宙利用に資する取組を推進する。 

（安全保障・防衛等） 

我が国を取り巻く厳しい安全保障環境に的確に対応するため、我が国の外交・安

全保障政策の司令塔となる「国家安全保障会議」を早期に設置しこれを稼働させる

とともに、政府の情報機能を強化する。 

また、厳しさを増す安全保障環境に即応し、我が国の防衛態勢を強化していく観

点から現防衛大綱を見直し、自衛隊が求められる役割に十分対応できる実効的な

防衛力の効率的な整備に向けて取り組み、本年中にその結論を得る。この際、精強

性向上の観点から人事制度改革を図るとともに、規格の共通化、ライフサイクルを通

じたプロジェクト管理の強化等の調達改革を進める。 

（５）資源・エネルギーの経済安全保障の確立、戦略的外交の推進等 

（経済安全保障の確立） 

自由な競争のある開かれた国家であり続け、日本の経済安全を確保するため、

輸入依存の高い資源・エネルギーを安価かつ安定的に確保するとともに、我が国の

権益を適正に保護する必要がある。こうした観点から、世界的な需給構造の変化に

対応しつつ、海洋開発による新たな資源・エネルギー源の開拓、再生可能エネルギ

ーの昀大限の導入、地域間連系線等の増強を後押しするための環境整備、資源の

有効利用等に取り組むほか、戦略的な協力関係を構築しつつ、資源外交を展開す

る。LNG 等の供給源の多角化、価格の低廉化を図るため、日本企業の開発参画等

を支援する。 

また、途上国の経済が健全に発展し、かつ、その発展に我が国を含めた世界各

国の優れたノウハウや技術が十分寄与できるよう、国際的なルール・枠組み作りや

途上国における各種制度の設計に、我が国の経験を活
い

かして、ODA も活用しつつ

積極的に貢献する。 

さらに、国際的な金融規制改革への対応、金融システムの安定のための制度

整備は、グローバル化した金融資本市場の安定にとって重要な影響を及ぼす。こ 

32 「交通安全基本計画」（平成 23 年３月 31 日、中央交通安全対策会議） 
33 「サイバーセキュリティ戦略」（平成 25 年６月 10 日、情報セキュリティ政策会議）
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れまでの金融危機の経験を活
い

かした制度整備において引き続き国際的な貢献を

果たすとともに、国内においてマクロプルーデンス政策を適切に実行する 34。 

（戦略的外交の推進、在外企業の安全確保） 

「国益を守る、主張する外交」を戦略的に展開することとし、経済連携の推進、

戦略的国際協力の推進、対外発信力の発揮、資源・エネルギーの確保などの政府

の対外的機能について、人的体制及び在外公館等の物的基盤の整備を含め、総

合的外交力を強化する。 

また、官民連携、危機管理、情報収集等の強化を通して、在留邦人及び在外企

業の安全確保に取り組む。 

６．強い経済、豊かな生活を支える公的部門の改革 

強い経済、豊かな国民生活を実現していくためには、民間でできることは民間に任

せるとともに、地域の自主性に任すことは地方に任せることが重要である。こうした

環境をつくるために、徹底した無駄の排除、ガバナンスの仕組みの改革、人材育成

などを通じて、効率的・効果的な公的部門を構築する。 

（１）行政改革等の推進 

事業の効果的、効率的な実施を通じ質の高い行政を実現し、また、行政の透明性

を高め、国民への説明責任を果たしていく。また、公務員制度改革を積極的に推進

する。 

（徹底した無駄の排除） 

 行政事業レビューや新たに導入されることとなった基金の執行状況等調べ 35を

活用し、事業の必要性、効率性、有効性を徹底検証し、その結果を概算要求や

予算編成、予算の執行に的確に反映することにより、無駄を徹底排除する。そ

の際、外部チェック体制の明確化と外部チェック対象の重点化により、客観的か

つ効果的・効率的な事業点検を実施する。 

 政府調達に関して、随意契約の見直し、共同調達の拡大等の課題を踏まえ、各

府省が調達改善計画を策定し、PDCA サイクルにより改善を図る。政府全体で

調達改善に関するノウハウ等を共有化・標準化し、各省庁横断的な見直しを推

進するとともに、継続した取組を進める。行政改革推進会議がこれをチェックし、 

34 マクロプルーデンスとは、金融システム全体のリスクの状況を分析・評価し、それに基づき制度設計、政策対応

を図ることを通じ、金融システム全体の健全性を確保することをいう。個々の金融機関の健全性を確保すること

（ミクロプルーデンス）と対置される。 
35 「行政事業レビューの実施等について」（平成 25 年４月５日閣議決定） 
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政府全体として調達改善を推進する。 

（特別会計改革、独立行政法人改革） 

 特別会計改革については、行政改革推進会議のとりまとめ 36に沿って、国が自

ら事業を行う必要性や区分経理の必要性の検証等の方針の下で改革を実現す

るものとし、平成 26 年度から順次の改革実施を目指して、必要な法制上の措置

を早期に講ずるものとする。 

 独立行政法人改革については、行政改革推進会議における中間的整理を踏ま

え、各法人の共通の規律を前提としつつ、各法人の事務・事業の特性を踏まえ

た制度を構築し、各法人に期待される政策実施機能を高めるべく、平成 27 年４

月からの改革実施を目指して、必要な法制上の措置を早期に講ずるものとす

る。 

（２）地方分権改革の推進等 

個性を活
い

かし自立した地方をつくるため、地方分権改革推進委員会の勧告を基

礎に、義務付け・枠付けの見直し、都道府県から基礎自治体への権限移譲、国か

ら地方への事務・権限の移譲等を、これまでの経緯や地方の声を踏まえつつ、引き

続き着実に進める。道州制について、道州制に関する基本法案の動向を踏まえ、

必要な検討を進める。 

事業効果をあげるため、ハード・ソフト両面から、地方自治体間の連携、官民連

携を進め、効率的な公共サービスを提供できるよう体制整備を進める。 

（３）公的部門への民間参入促進 

公共投資などの分野への民間参入を促し、民間の資金やノウハウを活用するこ

とが重要である。 

インフラの老朽化が急速に進展する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」への

重点化が課題である。今後は、民間の資金・ノウハウを活用することにより、インフ

ラの運営・更新等の効率化、サービスの質的向上、財政負担の軽減が図られる事

業については、PPP 37/PFI38を積極的に活用する。 

PPP/PFI の抜本改革を通じて、公的負担の軽減を図りつつ、民間投資も喚起

し、官民連携によるシナジー効果を高め、経済再生や豊かな国民生活に資するイ

ンフラの整備・運営・更新を実現する。 

36 「特別会計改革に関するとりまとめ」（平成 25 年６月５日、行政改革推進会議） 
37 Public Private Partnership 行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共

サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。 
38 Private Finance Initiative 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年

法律第 117 号）に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法。
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このため、本年６月に取りまとめられたアクションプラン 39において示した方針に

沿って、各府省庁における取組の工程管理により、今後 10 年間（平成 25 年から平

成 34 年）で 12 兆円規模に及ぶ事業を着実に推進する。 

また、市場化テストについても引き続き推進する。 

（４）世界昀高水準の電子政府の実現 

電子政府・電子自治体の構築は、政府業務の効率化と国民の利便性の向上の

カギである。IT 総合戦略本部を中心に、関係府省と連携して、世界昀高水準の電

子政府・電子自治体を早期に実現する。 

 内閣情報通信政策監（政府 CIO）の下での政府業務の徹底的な見直し、政府情

報システムのクラウド化や自治体クラウド 40の推進、府省共通業務・システムの着

実な開発・導入によるバック・オフィス業務の効率化等により、行政コストの削減と

サービスの質の向上を図る。あわせて、政府情報システムのコストを徹底して見

直す。 

 短期、中長期のコスト削減効果、利便性の向上を表す、国民にとって分かりや

すい指標に基づく目標を定め、その実現に向けた具体的な工程表を策定する。

特に、社会保障・税番号の利活用、医療情報の電子化・活用を昀優先課題とし

て、明確な進捗目標を掲げる。 

 社会保障・税番号制度について、国民の理解を得ながら、その着実な導入を図

るとともに、ワンストップ・プッシュ型 41の個人向けサービス等を推進し、国民の利

便性の向上を図る。 

	 統計データについては、透明化・オープン化、オンライン調査の徹底を、公的統

計の整備に関する新５か年計画の策定に反映させ、その推進を図る。 

39	 「PPP/PFI の抜本改革に向けたアクションプラン」（平成 25 年６月６日、民間資金等活用事業推進会議決定） 
40 地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて、外部のデータセンターで保有・管理し、

通信回線を経由して利用できるようにする取組。複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を進め

ることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るもの。 
41 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）の施

行後１年を目途として設置される情報提供等記録開示システム（マイ・ポータル）における、行政機関などへの手

続を一度で済ませる機能（ワンストップサービス）及び一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示す

る機能（プッシュ型サービス）。 
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