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『自分主義』を超えて
―第一線ビジネスマンが考えた手づくり日本再生論―

日本生命保険相互会社名古屋南支社長

加藤 賢二（かとうけんじ）
1979 年東京大学文学部社会学科卒業、日本生命保険相互会社入社。広告宣伝、
広報・調査部門、法人営業部門にて活躍。九州代理店部・代理店部長、首都
圏代理店第一部・代理店部長を経て、2006 年 3 月から現職。その間、1987
年 4 月から 2年間、慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススク
ール）派遣、MBA 取得。2004 年 9 月から現職の傍ら 1年間、異業種交流会
「フォーラム 21」（梅下村塾）にて、日本の国家戦略等について研鑽する。
「チーム・ビジネスマン」代表

1．一億総日本人の目標感の欠如とアイデンテ

ィティの喪失
（１）「政」「官」「民」それぞれが『脱・自分主

義』で改革の痛みを分け合うとき

日本において、「民」の依存体質、行き過ぎた

個人主義、自分（中心）主義“公の精神”の欠如

などが指摘されている。国民が能動的に政治・経

済・社会にかかわっていない、かかわろうとしな

いという主体性のなさを象徴しているものと思わ

れる。と同時に、明治時代の「富国強兵、殖産興

業」、戦後の「欧米に追いつけ、追い越せ」「豊か

さの追求」などと比較して、国家全体としての目

標感が欠如していることが、日本という国が漂流

している最大の原因ではないだろうか。

サッカーのワールドカップ、オリンピックで

は、日本人は愛国心を発揮して一つにまとまるこ

とが出来るのは、国民一人ひとりが感じているは

ずである。国家全体の夢あふれる目標感の設定が

重要である。

個人レベルで言うならば、“自分（の存在）は

一体何であろうか”“自分は世の中で本当に役に

立つ存在であるのか”というアイデンティティの

危機ともいえる。島国であるが故に、外（外国）

との交流よりは、内に向かって閉じこもりがちな

面が、日本人の遺伝子として存在することも否定

はできない。いつ隣国が領地を侵犯してくるか分

からない大陸の国々とは違い、自分の存在感を否

定されたり、切迫した危機感が醸成されてこなか

ったとも言えるだろう。

周知のとおり、高度成長、人口増加など右肩

上がりを前提にした日本社会の仕組みは破綻の危

Point
1 このレポートは、異業種交流会「フォーラム 21」（18期生）の提言レポートをもとに出版した、

同タイトルの本の中から、抜粋、加筆・修正したものである（著者名は「フォーラム 21」18期

生有志からなる「チームビジネスマン」としている）。
2 国家財政危機、人口減少と少子化・高齢化問題、社会問題、教育問題など、日本が現在抱えている

危機状況を認識し、危機打開のために、どのような国家ビジョンと国のカタチを構築したら良いか

を描いている。
3 自己責任を追求する市場主義経済・自由主義経済を推進していく中でも、国民一人ひとりが社会の

ため、国家のために貢献する姿勢（『脱・自分主義』）を持ち、「政」・「官」・「民」がトータル

で改革を進めていくことが重要と説いている。
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機に瀕しており、このまま単純に「豊かさ路線」

を進むことはできない。我々は「豊かさ路線」に

代わる新しい目標を定め、従来の方向を改めるべ

く舵を切らなければならない段階にきている。

しかし、問題は一体誰がどこにメスを入れる

のか、そして当然生じる「痛み」を誰が甘受して

いくかということである。例えば、財政赤字、年

金財政等を考えた場合、国民全員が「痛み」を受

け入れ、消費税引き上げ、自己負担アップなどで、

国として入るを増やして出ずるを制せざるを得な

い状況にある。

しかし、既得権益を持つ様々な団体が存在し、

政治家もこのような票にならない施策は言いたがら

ない、政治不在、責任欠如という状況に陥ってしま

っている。この現状を打破しない限り、日本は刻一

刻と破綻に向かって歩を進めることになろう。

物質的にある程度恵まれ、そこそこ幸せな毎

日を送り平和を享受している日本人が、これから

自分の目標感、存在意義をどう見つけ出し、将来

に向かって歩み始めるのか。真の民主主義の体現

と、世界の中での日本の位置の見極めと貢献が、

今まさに求められている。

そしてこのことは、「民」のみならず「政」も

「官」も同様である。「政」「官」「民」それぞれが、

もう一度自分の役割をしっかりと見つめ直し、主

体性を持つと共に、『脱・自分（中心）主義』の

精神で三者が日本という国を良くしようというひ

とつの目標に向かって一致団結、一体感を持って

改革に取り組んでいく必要があろう。このような

パラダイムシフトは、「政」「官」「民」それぞれ

にとって痛みを伴うものである。しかし、この痛

みを甘受しない限り、日本の明るい未来の展望は

決して開けてはこないだろう。

（２）日本国家を株式会社になぞらえて、改革する

現在のわが国においては、以上の様に「政」

「官」「民」それぞれが機能不全を起こしている。

それにもかかわらず、昔の成功に酔いしれ三者が

既得権益を守りながら現状に甘んじている状況で

ある。その結果、主権者たる国民が国家システム

図表１　現在日本の大問題…痛みを伴う改革の先送り

出所：フォーラム 21・ 18 期生提言レポートより
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についてのガバナンスを喪失していると言える。

国家システム全体が根本的な危機に直面している

にもかかわらず、その全体像を見ようとしていな

い。ただ、全体から派生する個々の問題に一つひ

とつ政治がアプローチする手法が採られている。

道路公団民営化、年金改革、郵政民営化という個

別のテーマの解決は、大局的視点が欠如している

が故に、既存の政治的利害構造を背景に調整は当

然難航する。このような個別解決の手法を続けて

いくことで、あと五年と考えるべき財政破綻のタ

イムリミットのうちに、国家システム全体が時代

に即したものに衣替えできるとはおよそ期待でき

ない。

では、国家全体の改革をどう進めていけばよ

いだろうか。例えば、国家システム全体を経営破

綻の危機に瀕した一つの企業体「株式会社日本」

になぞらえてみてはどうか。会社の経営再建・企

業再生を図るといった観点から、ガバナンスとし

ての意思決定システム、事業執行体制の抜本的改

革、新たな経営環境に対する再投資戦略を展開す

るといった発想を持つのである。この発想で、わ

が国の財政システム、行政システム、政治システ

ムを一体的かつ一気呵成に改革し、国民によるガ

バナンスを構築するというアプローチを採ること

が有効であると考える。

2．『自分主義』を超えた日本の国家理念を打

ち立てるとき
（１）『成長と貢献を続ける“自立と和”の国、日本』

今、日本は「第三の開国」のときを迎えてい

る。第一の開国は“明治維新”であり、第二の開

国は“終戦後”であったのは、論を待たないであ

ろう。そして現在。地球規模の視野でとらえれば、

各地域で文明の衝突と協調が交錯し、グローバル

化とリージョナル化が同時に進んでいる。その中

で日本は経済的には成熟し、政治的には、既得権

益の創造的破壊ができず、既存の枠組みからなか

なか抜け出せないでいる。社会的にも、少子高齢

化がますます進む中で連帯や絆といった伝統的価

値観が外に追いやられ、一方で、個人としても目

標感を喪失し、アイデンティティが定まらなくな

っている。

このような中で、日本が、世界の中でなかん

ずくアジアの中で存在感を保ち、日本という国家

の基盤を維持していくためには、「政」「官」「民」

が『脱・自分主義』の視点から一体となったトー

タルなシステム改革を断行すること。そして、こ

れからも、永続的に成長と貢献を続けていくこと

が重要である。例えば、経済成長を続けることに

より、これから経済大国化するであろう中国やイ

ンド等と対等に伍していくことができる。また、

アメリカとの良好な関係も維持できるものと思わ

れる。資源小国であり、人口減少国となる日本が

世界の中に存在を示していくためには、成長を止

めてはならないのである。

成長と同時に世界に対する貢献も重要である。

日本が誇るべき技術力、そして勤勉性、誠実さ

などは、間違いなく、アジアやアフリカ等の開

発途上国のお手本となりうる。また、世界一の

スピードと規模で進む高齢化についても、日本

は世界一の長寿国であり、社会保障制度の仕組

みや運営、NPO などによる地域連帯の状況も、

図表２　わが国の国会システムを
「株式会社」になぞらえる

出所：フォーラム 21・ 18 期生提言レポートより
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これから高齢化を迎える国にとってのひとつの

参考ケースとなろう。環境問題もしかりである。

温暖化防止京都会議（COP3）など温暖化防止策

での世界的リーダーシップの発揮、ODA 等によ

る世界の砂漠化防止対策、企業の社会貢献活動

や NPO などによる森林資源保護運動など、日本

がリーダーシップを発揮できる余地は十二分に

あるだろう。

このように、あらゆる分野にわたり、成長と

貢献を続ける日本になるためには、今こそ他人に

依存する社会ではなく自己責任社会へと転換を図

ることが第一に重要である。そしてこれらの具体

化が、「政」「官」「民」一体となったシステム改

革ということになろう。この三つのセクターそれ

ぞれが自己の果たすべき役割をしっかり認識し、

日本国家の発展のために主体性を発揮すべきであ

る。各セクターがまず「自立」すべきで、個々の

セクターが自立して役割意識をしっかり持ってこ

そ、「政」「官」「民」の一体改革がうまくいくも

のと考える。

この「自立」ということと同時に、日本全体

としての「和」の精神も重要である。「自立」「自

己責任社会」というだけでは、アメリカ製の資本

主義社会、市場主義社会を目指すことに他ならな

い。しかし、日本人なら誰でも、そしてヨーロッ

パのいくつかの国でも、弱肉強食型の市場主義経

図表３　日本国家の時代認識メモ

出所：フォーラム 21・ 18 期生提言レポートより
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済は、長期的視点でみれば真の成長と発展をもた

らさないことに気付いてきている。個人の成長だ

けを自分勝手に考えるというレベルならそれでも

良い。しかし、日本国家という大きな組織が長期

的に持続的な成長を遂げていくためには、個人の

自立というコンセプトに加えて、自分主義を超え

た、組織の力を最大限に出させるエンジンとして

の考え方がどうしても必要である。

それが端的に言えば、チームワーク、“和の精

神”である。日本人がこれまで大事にしてきた生

活上の心構えである。組織のために、ときには自

分の成長を少しは犠牲にしながら組織全体の成長

と発展に貢献する。この和の精神つまり、『脱・

自分主義』の精神こそ組織の成長の源泉である。

このような視点に立って、我々は日本の国家

理念を『成長と貢献を続ける“自立と和”の国、

日本』としたらどうかと考えている。

（２）五つの国家像実現で、夢と活力あふれる社

会をつくる

この『成長と貢献を続ける“自立と和”の国、

日本』という国家理念の下、我々は、それではど

のような国づくりを目指すべきであろうか。

政府の経済財政諮問会議は、2005 年 4 月に

2030 年の目指すべき将来像を示した「日本二十

一世紀ビジョン」をまとめ、公表した。具体的に

は、①開かれた文化創造国家、②「時持ち」が楽

しむ「健康寿命八十歳」、③豊かな公、小さな官、

の三つの理想像を提示し、人口が減少する中でも、

安定的な経済成長、安心できる国民生活を実現す

る方策が盛り込まれている。

国のあるべき姿、将来像が明示されており、

これはこれで立派なビジョンであるし、我々の考

え方も同じ方向にあるものである。

また、日本経団連も、奥田ビジョンとして

2003 年に、自立した個人、多様性が尊重される

社会を前提に日本再生のための見取図を描いてい

る（「人間を幸福にする経済」奥田碩著 2003 年

10 月 PHP新書）。

我々は、政府や日本経団連のビジョンを参考

にこれからの 20 年、つまり 2025 年に向け、以下

の 5つの国家像を掲げてみた。

① 物心両面での豊かさ追求で、世界No.1 の社会づく

りを目指す

物に関する豊かさだけでなく、精神的な面で

も豊かさを十分実感できる社会づくりを目指す。

精神的豊かさとは、知的レベルの高さももちろん

であるが、自己本位の生き方ではなく、自分の周

りの人、自然環境などにも思いやりの心を持つや

さしい心を持った人であふれた国である。周りと

和していきながらも、自分の考え方をしっかりと

持ち、世界の人がその考え方に同調してくれるこ

とが望ましい。

物に関する豊かさも追求していく。例えば、

日本は e-JAPAN 戦略で、IT で世界の最先端をい

くとしているが、それを今後も実践する、20 年

後の 2025 年には高齢者も簡単にインターネット

を利用できるソフトを開発するとか、金融機関な

ども、IT と IC カードの普及等により印鑑が不要

で、在宅であらゆる取引が可能になっているなど

である。

② 世界中の人が訪れたいと思う文化国家、No.1 を目

指す

日本の各地方は美しい自然に恵まれ、祭りな

どの文化・伝統も各地で引き継がれて今に至って

いる。健康によい食べ物や体を癒してくれる温泉

もある。少なくはなっているが、人と人との連帯

やコミュニティがしっかり息づいている地方（い

わゆる田舎）もまだまだある。そこでは人情味に

あふれ、「こんな所で暮らしてみたい」と思わず

叫んでみたくなる。

例えば、沖縄に行けば、エメラルドブルーの

海と真っ青な空、滋養に満ちた食べ物、動植物と

一体となれる実感をもつこともできる。一方で、

過去、琉球王朝時代の中国の影響や戦後からのア

メリカ文化の影響など、異文化が、歴史の経過の
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中でさりげなくうまく溶け込んでいる。

また、東京や大阪・名古屋・札幌・仙台・福

岡などの大都市は、今でこそ上海など中国の大都

市にアジアの中心を奪われようとしてはいる。し

かし、エンターテインメントや都市部での防犯体

制などの安全性、24 時間何でも揃うコンビニな

ど居住性のよさは、まだまだ他国に誇れるものが

ある。

このように、日本は地方も大都市も、世界一

安心、安全な街を今後とも維持していくことは十

分可能である。また、癒しと楽しみをたくさん享

受できる空間も多い。これらの空間を日本の宝と

して、日本人のみならず世界中の人々に味わって

もらったらどうであろうか。

③ アジアの成長に貢献し、アジアと共に発展する経済

国家を目指す

日本はこれまでも、中国との密接な関係を、

文化や産業の移入・交流を通じて展開してきた。

仏教も中国、朝鮮半島を経て伝来してきたと言わ

れる。戦後も、アジアの復興に ODA や日本の技

術力で貢献してきた。

これからも、急成長著しいアジアの経済発展

に、人や技術を通じて貢献していくことがまず重

要である。そして日本自らもアジアを成長の基盤

としていくことが、世界の中で経済面での優位性

を保持し、経済大国として世界からその存在を引

き続き認めてもらうことができる唯一の道ではな

いだろうか。そしてこの経済面での貢献が、外交

面での安全保障を補完してくれることは間違いな

い。

④危機を乗り切り、世界に通用する人材づくりを目指す

日本は今、財政赤字の問題、社会保障問題を

始めとした経済面、子供・若者の犯罪や、人の精

神面を含めた社会面、そしてリーダーや個性ある

人が育たないといった教育面などで大きな危機に

瀕していることは、前に述べた通りである。

そして、危機の時代こそ、危機を乗り切る勇

気と知恵と行動力のある真のリーダーが求められ

る。明治維新前後に現われた坂本竜馬、吉田松陰、

高杉晋作、勝海舟、西郷隆盛、福沢諭吉などは、

国の将来を憂い、自らが勇気を持って実際に行動

し、日本の近代化の扉を開けた功労者である。彼

らが素晴らしいのは、国家の問題を自分の問題と

して主体的に捉え、自らが中心となって行動した、

その行動力にある。いくら、きれいな戦略を描い

てみたところで、それを実行に移さなければ、世

の中は決して変わらないのである。

このような救国の士となりうるリーダーは、

国内だけにその活躍の場はとどまらないだろう。

欧米国家とイスラム国家の対立、先進国と途上国

の対立など、まだまだ混迷を続ける世界にあって

もそれを成長と平和の方向に導くに十分な人材た

りうるであろう。

資源を持たず人材にしか世界に対して優位性

をアピールすることがなかなか難しいのが日本で

ある。“人づくりは天家の大計”であるのは、特

に日本において十分かみしめるべき言葉である。

⑤ 環境先進国として世界のリーダーを目指す

地球温暖化問題、資源エネルギー、そして食

糧の枯渇問題は地球レベルで徐々にその深刻度を

増してきている。日本が、世界でそしてアジアで

具体的にどんなことで貢献し世界をリードしてい

くことができるかと考えた場合、“環境問題”は

大きくクローズアップされることになろう。

10 年くらい前、トヨタが環境に優しいハイブ

リッドカーを世界に先駆けて開発して、注目を

浴びた。日本の民間企業の有する技術力、商品

開発力で、環境適応型商品を積極的に世に出し

ていくことが望まれる。また、企業や NPO など

の社会貢献活動の一環として、世界レベルで減

少が進む森林の保護を進めることも十分可能で

ある。環境分野で世界をリードするカタチを、

今後 20 年間でしっかり作り上げることが、世界

に貢献し日本の存在を確かなものにする大きな

一歩となろう。
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3．第一線ビジネスマンが考えた手づくり日本

再生論―日本国家の基本方針を示す

このような 5 つの国家像を実現していくため

に、今後 20 年間の国家（政府）の基本方針は以

下のとおりと考える。

① 次世代に負担を残さない国家財政規模とする

―まず、財政再建そして、次世代に価値ある財産を残す

まずは国家財政が大幅な赤字に苦しんでいる

訳であるから、財政再建ができる国家財政規模で

国家を運営していく必要がある。ここで財政再建

と言った場合、二つの意味がある。一つは、各年

度の国家予算（歳出）規模を当年度の税収の範囲

内に早く持っていくというフローの財政赤字対策

である。プライマリーバランスゼロにするための

緊急五カ年計画がこれに当たる。

もうひとつの財政再建は、ストックの赤字の

縮小策であり、累増している公債残高（国と地方

合わせて 2005 年で 774 兆円）そのものを減らし

ていくことである。フローの財政赤字を減らして

も（プライマリーバランスをゼロにしても）累積

した公債残高を減らすことにはならない。公債残

高が増えるのを防ぐだけである。しかも、この公

債残高に応じた利払費や公債償還費用（一般会計

の歳出項目で言えば「国債費」）に見合う歳入を

確保しなければならない。これを、経済成長によ

る税収増でカバーできるならまだ良いが、税収増

でカバーできないとなると、またこの国債費の分

を国債発行で補わなければならない。

したがって、相当高い経済成長を遂げ、公債

費に見合う税収増を遂げて、やっと公債残高が減

っていく国家財政構造となるのである。家計や企

業で言えば、借金返済のために借金をするという

火の車状態であり、この状態の下では相当の収入

を稼いで来ないといけない。経済成長させるため

によほどの覚悟と行動が求められる。

我々現役世代の自己責任として、次世代に負

担をできるだけ残さず公債残高をできるだけ減ら

していくことが求められているのである。そして、

次世代に対し安心できる社会保障制度の確立や、

世界やアジアを結ぶハブ空港の建設、防災のため

の治山・治水など、価値ある財産を有形にしろ無

形にしろ残していくこと。それが、次世代への借

金ツケ回しに対するせめてもの償いである。

② 中央政府と地方政府の役割分担を明確に

― スリムな中央政府と地域密着のサービスを実現す

る地方政府

この国家の膨大な財政赤字を解消していくた

めにも、そしてその裏に潜む「政」「官」「民」そ

図表４　５つの国家像

出所：フォーラム 21・ 18 期生提言レポートより

これからの日本が目指す国家像 
 

① 物心両面での豊かさが 
　 世界No.1の社会を目指す 
　 
 

③ アジアの成長に貢献し、アジアと共に 
　 発展する経済国家を目指す 
 
 

④ 危機を乗り切り、世界に通用 
　 する人材づくりを目指す 
 
 

② 世界中の人が訪れたいと思う 
　 文化国家No.1を目指す 
 
 

⑤ 環境先進国として、世界の 
　 リーダーを目指す 
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れぞれのセクターの構造問題を解決していくため

にも、政府の役割をしっかりと見直すことが不可

欠である。財政再建に当たっては徹底的な歳出カ

ットをしたとしても、政府は国民にそれ相応の負

担（消費税などの増税など）を求めていかざるを

得ない訳である。国民に対し、受益と負担の関係

を分かりやすく明確にする必要がある。

そのためには、まず中央政府の役割を極めて

簡素でスリムなものにしなければならない。

中央政府は、以下の三点が基本的役割となる

だろう。

また、地方政府においても、地域密着のサー

ビスを実現し、地域住民のニーズに十分応えてい

く体制に大きく舵を切っていかなければならな

い。そのために、現在の地方自治体を構成する都

道府県と市町村という二重体制を見直すことから

スタートする。基本的に中央政府と一本の基礎的

自治体（30 万～ 50 万人程度）を核とした地域主

権体制を確立することが、地域住民にとって行政

サービスがより身近になり、住民主体の自治とな

る有効な手立てとなるだろう。

中央政府が現在持っている権限（公共事業な

どによる社会基盤整備、教育、介護等福祉など）

を地方に移譲する。そのための財源としては、現

行の地方交付税交付金制度を大幅に見直すと共

に、補助金制度は原則廃止することとしたらどう

か。また、所得税の一部を地方税に移管し、受益

と負担の関係をよりクリアなものにすることも重

要である。さらに、社会保障制度については、ナ

ショナルミニマムの観点から、広く公平に受益に

見合った負担を国民に求めるために、消費税を主

たる財源とする。

③ 『脱・自分主義』で新たな「政」「官」「民」の役割

を明確にする

― 相互交流と相互チェックで三者が切磋琢磨する

体制を

イギリスなど欧米の政治行政体制と日本のそ

れとを比較してみると、日本は行政、つまり官僚

が極めて強い「官僚主導型」の体制と言えるだろ

う。選挙で国民から選ばれた訳でもなく、子供の

頃から主に知識の習得に長け、難関の試験をいく

つもくぐり抜けてきた秀才たちの集まりである。

政治家は、大局的な視野に立った政策論争よりも

主に地域の利益誘導に汲汲とし、民間は、公共の

利益よりも自己の利益向上のために活動してい

る。そして、この「政」「官」「民」の三者はそれ

ぞれが『自分（中心）主義』を超えられず、お互

いの利益の確保のために団結し、この固い連携を

死守しようとしている。

中央政府なり地方政府が、その役割を全うす

るために、まず政治家（「政」）が変わらなければ

ならない（ということは、政治家は選挙で国民に

より選ばれる訳であるから、まず国民が変わらな

ければならないと言った方が正解かもしれない）。

政治家（「新たな政」）は『自分（中心）主義』を

超えて大局的見地から国家戦略ビジョン等の策

定、実現と政策本位の政治を目指すべきである。

具体的には、マニフェスト（具体的数値目標やス

ケジュールが明記された政権公約）に基づいた選

挙と政治の実現である。

次に官僚（「官」）も、省益追求という『自分

（中心）主義』から脱しなければならない。政治

家の行う国家戦略やビジョンの実現のために、政

治家を補佐したり、実際の国益確保の担い手とな

ることが求められる。具体的に国家公務員が「新

たな官」として活躍するイメージは、

一．国家戦略（外交・内政）の立案
―内閣府が中心となって国家戦略を構築し、
国会に諮っていく。

二．国家戦略の実行と国益の堅持
―外交・防衛・教育基本方針、財政金融政策
など国の役割を限定する。

三．社会保障制度の持続的運営
―国民が安心して生活できる最大の基盤であ
る社会保障制度は、今後、特に受益と負担
の関係を明確にしながら、大幅な制度改革
を 20 年をかけて断行する。
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（ i  ）シンクタンク機能の強化・行政評価への

参画

（ ii  ）ポリティカルアポインティへの任用

（ iii ）特殊法人の民営化とその経営参画、収益

増、税収増への貢献

（ iv ）地方政府に対する指導・経営参画（特に、地

方政府を基礎的自治体のみに再編する際）

などが考えられる。また、新たな官は、収益

性や効率性の追求といった民間マインドを発揮

し、国益の向上に努めることが、この財政再建下

の国家大改造時にあっては不可避であろう。

最後に、「新たな民」は、“企業”においては、

まずはこれまでどおり、自らの業において収益拡

大を追求するが、一方で、『脱・自分主義』の精

神を発揮する。例えば、税収増を通じた社会・国

家への貢献という意識を強く持つことが重要であ

る。そして日本の国家最大の戦略である人づくり

（人材育成）においても、公共精神を発揮し、コ

ストをかけて行う。“個人”においては、自分の

子どもも含めた子育てに対する強い責任を持つと

共に、地域コミュニティーへの積極的参画により、

公共精神を有する自立的主体として活動すること

が求められよう。

以上のように新たな「政」「官」「民」は、そ

れぞれ自立的主体として役割を発揮する。その中

で、相互の交流が頻繁に行われることが活気あふ

れる社会づくりの一助となるものと思われる。現

在でも官僚から政治家、民間から政治家など交流

は当然ある訳であるが、たとえば、民間から優秀

な人材の官への登用（ポリティカルアポインティ）

が積極的に行われてもよいものと思う。新たな

「政」「官」「民」の関係が現在の“鉄のトライア

ングル”と言われる「政」「官」「民」の関係と決

定的に異なる点の第一は、それぞれが『脱・自分

（中心）主義』の精神を持ち合わせていることで

ある。その上で相互チェックを働かせるという点

である。常に三者が相互にそして誰でも、選挙の

みならず日常場面においても、役割をきちんと果

たしているか分かるようにするのである。例えば

情報の公開により透明性を確保することが、案外

とても重要なことかもしれない。特に「民」は主

権者である訳であるから。「政」や「官」に対し

てはガバナンスを働かせ、正しく機能しているか

をチェックすることが求められるだろう。

図表５　今後 20 年間の国家の基本方針

出所：フォーラム 21・ 18 期生提言レポートより

１．次世代に負担を残さない国家財政規模とする（財政再建）。政・官・民一体となって価値ある財産を残す 
 

２．中央政府と地方政府の明確な役割分担：スリムな政府（中央）と地域密着のサービスを実現する地方政府 
 

３．『脱・自分主義』の視点から「新たな政」・「新たな官」・「新たな民」の役割を明確にし相互交流を図る 
 

中央政府の役割 
 １．国家戦略の立案 

２．国民の必要最低限の暮らしを支える（社会保障） 
３．国益を守る 
　 （外交・防衛・金融政策・教育基本方針など） 
 

国家ビジョン等の策定・実現と政策本位の政治 
（マニフェストに基づいた政治の実現） 
 

国民ガバナンス 

国民ガバナンス 
 

「新たな官」　：　 
（i）シンクタンク機能の強化 
（ii）特殊法人への経営参画（収益・税収増） 
（iii）ポリティカル・アポインティの任用 
（iv）地方政府に対する指導・経営参画 
 

地方政府の役割 
 

１．基礎的自治体を核にした地域主権の確立（「廃村置藩」） 
２．その地域ニーズに対応した暮らしの実現 
　  （警察（治安）・社会福祉・社会基盤の整備・教育等） 
 

政 

　公共精神を持った自立的主体としての活動 
 （企業）増収による税収増への貢献的役割 
 （個人）地域コミュニティーへの積極的参画 
 

民 

 国家ビジョン実現のための補佐機能と国益確保の担い手 
（民間マインド発揮による国益実現） 
 

相互交流 
相互チェック 

 官 


