
平成 14 年第２回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 14 年第２回）

（開催要領） 

1．開催日時:2002 年 1 月 25  日(金) 18:00～19:08 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席議員 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)改革工程表のフォローアップについて 

(2)今後の諮問会議の進め方について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 14 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

○平成 14 年度の財務省試算の作成について（塩川議員提出資料） 

○改革工程表の進捗状況 

○経済活性化へ向けた重要課題（平沼議員提出資料） 

○「経済活性化戦略」の検討について（有識者議員提出資料） 

○税制のあり方の検討について（有識者議員提出資料） 

○政策金融のあり方の検討について（有識者議員提出資料） 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから、今年第２回の経済財政諮問会議を開催いた

します。本日はお忙しい中ありがとうございます。 

今日は、財務大臣が国会のため、副大臣においでいただいております。それと

本間議員が大阪からということで少しお遅れになるということでございます。牛

尾議員が途中退席されるということでございます。 

本日の議事でありますけれども、まず、改革工程表のフォローアップの議論を

少ししていただきます。それと前回に引き続きまして、今後の諮問会議の進め方

ということになりますが、前回お約束しましたように、今回と次回は３つの問題

を自由に話していただくフリートーキングにしましょうということであったと思

いますので、そのようにさせていただきます。 

議事録の扱いは、従来どおりとさせていただきます。 

議題に移ります前に、まず前回答申をいただきました「構造改革と経済財政の

中期展望」及びお手元にあります「平成14年度の経済見通しと経済財政運営の基

本的態度」につきましては、今朝の閣議において決定されたということを御報告

申し上げます。 

「経済見通し」は、昨年了解されたものに、政府支出に関する記述と計数等に

関して若干の追加を行ったものでございます。 

また、塩川議員から資料が提出されておりますので、尾辻財務副大臣から簡単

に御説明をお願いしたいと思います。 

○平成14 年度の財務省試算の作成について

（尾辻財務副大臣） お話ございましたように、大臣はただいま委員会に出席中でご

ざいますので、私副大臣から代わって御説明を申し上げます。財務省試案の件で

ございますけれども、24日の国会審議において予算委員会への提出要望が出され

たことを受けまして、本年度も従来どおり財政の中期展望、今までこう呼んでお

りましたが、今度は少し言い方が変わるかと思いますけれども、これに類する試

算を作成・提出することになりました。 

先般、内閣府からも内閣府試案が公表されたところでありますけれども、両者

は試算の前提や手法が異なっており、それぞれの特質に応じて中期的な経済財政

運営の在り方の検討の際の一つの参考、手掛かりとして活用できると考えており

ます。試算が完成いたしましたら、次回の諮問会議において御説明をさせていた

だくことにいたします。 

つきましては、本年度の財務省試算の作成方針につきまして、主計局長より説

明をさせますので、御了承いただければ閣議に報告の上、予算委員会に提出する

こととさせていただきたいと存じます。 

主計局長、お願いいたします。 

（林財務省主計局長） お手元に「塩川議員提出資料」というのがございますが、こ

 2




平成 14 年第２回 議事録 

れに基づきまして簡単でございますが、これからの作業の内容につきまして御説

明させていただきます。一つは「経済指標の前提」でございますが、従来から最

新経済計画におきます記述に準拠して仮置きしているところでございます。 

これから作成いたします平成14年度の試算につきましても、本日閣議決定され

ました「改革と展望」の記述に準拠して仮置きをする方針です。 

具体的には、「改革と展望」で示された前提を二通り仮置きしまして、従来ど

おり15年度から17年度までの期間を対象として２つの試算を行おうと考えており

ます。 

１つは、マクロ経済の前提でございますが、まず試算の１につきましては、「改

革と展望」におきまして、構造改革が仮に実行されない場合、実質経済成長率は

201 0年度までの平均で２分の１％程度にとどまると見られるという趣旨の記述が

あることを踏まえまして、平成15年度以降の実質経済成長率を0.5％と仮置きをし

たいと考えております。 

消費者物価上昇率につきましては、これも「改革と展望」で、デフレは構造改

革の実施を通じて克服されるとの趣旨の記述があることを踏まえまして、この場

合は物価がプラスに転じないものと類推いたしました。したがって、名目成長率

は実質成長率と同じく0.5％と仮置きをしたいと思っております。 

もう１つの試算２ですが、16年度以降につきまして、やはり「改革と展望」で

経済財政構造改革に取り組んだ場合、平成16年度以降、実質経済成長率で1.5％程

度、名目成長率2.5％程度、あるいはそれを上回るとの記述がなされていることを

踏まえまして、16年度以降実質経済成長率1. 5％、名目成長率2.5 ％と仮置きをい

たそうと思っております。 

1 5年度の成長につきましては、やはり「改革と展望」で、14年度、15年度の集

中調整期間中は、ゼロ近傍の成長を甘受せざるを得ないが、同期間中には景気が

厳しいながらも回復に向けて動き出すという記述がございますので、これを踏ま

えまして実質経済成長率につき、14年度の実質経済成長率の見込み０％と、16年

度1.5％の中間値として0.75％を仮置きをすると。 

また、消費者物価指数につきましては、15年度は１％の半分程度、すなわち0.5％

として名目経済成長率を1.25％と仮置きをいたそうと思っております。 

こうした仮置きをいたしまして、個別に積み上げていくわけですが、算出要領

をお手元にポイントだけ書いてございますが、これについて御説明いたしますと、

これも例年どおりなわけでありますが、細かな変遷はこれまでございますが、基

本的にはこの資料を国会での御議論を踏まえまして、56 年度以降各省庁と相談を

してこのようなやり方で試算し、国会に提出してきたものでございます。まず、

基本的には平成14年度予算の政府案の制度・施策を継続した場合、後年度予算の

歳出歳入にどの程度の影響をもたらすかということについて積み上げ計算をする

という方式でございます。 

具体的には、国債費ですが、10年国債金利を２％と仮置きをした上で、歳出と

税収等との差額はすべて公債金で賄われると仮定して計算をいたします。 
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地方交付税等につきましては、地方交付税の法定率分を名目経済成長率かける

弾性値を1.2として推計をいたします。また、地方の財源不足に係る特例加算等に

つきましては、国と同様、平成15～17 年度の地方財政計画を成長率あるいは消費

者物価指数等により財源不足を計算して、２分の１を国負担分として推計すると

いうような方法でございます。 

一般歳出につきましては、14年度予算におきます制度・施策を前提とした、後

年度負担推計を用いて推計いたします。若干例を申しますと、社会保障関係費に

つきましては、医療は過去の平均伸率により推計いたしました一人当たりの医療

費に、人口推計等により推計した加入者数を乗ずる。あるいは、年金は平成14年

度予算に過去の平均伸率を乗ずるということによって推計を従来からいたしてお

ります。 

公共事業関係費の投資部門については、前年同額、14年度同額ということで横

に置いております。 

文教、科学振興費。これは人件費が多うございますが、人件費につきましては

直近の給与改定動向あるいは昇級の動向等、事業費に関連したものは消費者物価

上昇率等により推計をいたします。 

その他の事項につきましては、細かなものでございますが、例えば条約に基づ

く必要経費等、こうした特殊要因を折り込んで推計をするほか、消費者物価上昇

率等により推計をいたしておるところでございます。 

  収入の方の税収については、名目経済成長率に弾性値1.1を使っております。そ

れに14年度税制改正の影響等を調整する。 

その他の収入につきましては、ここにございますように原則として名目経済成

長率で伸ばして推計するという方法を取っておるところでございます。 

概略以上のようなことで、これから作成してまいりたいと存じております。具

体的な数字がない中で恐縮でございますが、こうした方法により推計をするとい

うことで御了解をいただきますれば、作業を進めまして閣議に御報告の上、予算

委員会に提出させていただきたいと考えております。 

先ほど副大臣から申し上げましたように、その結果につきましては、こちらの

御指示に従って次回の諮問会議において御説明をさせていただきたいと存じてお

ります。 

簡単でございますが、以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。財務省試算について、何かございますでし

ょうか。 

吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 内閣府の試算とは前提も目的も違うわけですから、財務省が今年こう

いう試算をされるということは、私は結構だと思います。ただ、今後の議論の推

移を見て、仮に混乱のようなことがあれば、来年以降は例えば一本化とか、いろ

いろ工夫するということがあってもいいのかと思います。私自身は目的も試算前

提も違うのだから、実務上必要であるということであれば、こうした試算をされ
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るのは結構だと思います。 

（小泉議長） 丁寧でいいんじゃないですか。国会の審議おいて、前提が違うんだか

ら、両方の議論ができるんだから、何ら問題ないですね。 

（竹中議員） それでは、そういうことで是非お願い申し上げます。 

○改革工程表のフォローアップについて

（竹中議員） それでは「改革工程表のフォローアップ」について議論をさせていた

だきます。９月に策定しました「改革工程表の進捗状況」について各省の取組を

聴取しまして取りまとめましたので、事務方から資料に基づいて説明をさせてい

ただきます。 

小林内閣府審議官お願いします。 

（小林内閣府審議官） それでは、お手元に「改革工程表の進捗状況」という横長の

厚いのがございます。これは全体が83ページでございますので、縦書きの４枚紙

で御説明をさせていただきます。 

昨年９月26日に「改革工程表」を取りまとめたということで、本日でちょうど

４か月経っております。まず、私どもが調べたところ１でございますが、あらゆ

る分野で既に定められたスケジュールに従って、構造改革が実行に移されている。

２つ目でございますが、本年度から15年度にかけて取り組むとされた、約500の

構造改革の具体的施策が記載されており、（１）でございますが、13年度末まで

に措置するとされたものが500のうち450ございます。この450項目のうち、既に７

割は具体的に実施されております。残りの３割についても国会への法律の提出に

向けた準備、あるいは審議会における検討、こういうものが進められております。 

更に残りの14年度以降について措置するとされた約50項目につきましても、実

施に向けて準備が行われているということでございまして、したがいまして、ほ

ぼすべての項目において必要な対応が行われていると評価されるというふうに言

うことができると思います。 

３番目でございます。今後でございますが、「改革工程表」に基づき、構造改

革の進捗状況を定期的に点検していく。これを踏まえ、特にデフレ克服のため、

不良債権処理や民間需要創出・雇用拡大などをはじめとした、各分野の改革を加

速していきたいということでございます。関係省庁にも引き続き改革の着実な実

施を促していくこととしております。 

続きまして、改革工程表の実施状況例を記述しております。例えば、１の「不

良債権の処理」でございますが、昨年10月から特別検査を実施中、あるいは整理

回収機構においては、時価による不良債権の買い取りに着手。これは、今年の１

月11日から作成しております。更には、企業再生のファンドにつきましても、委

員会が今年の１月11日に設立されて活動が開始されております。 

「雇用対策、中小企業対策、セーフティネット」につきましても、ここに記述

しているとおりでございますが、さまざまな施策を実施しておりまして、例えば

新公共サービス雇用ということで、３年間で100万人ということを予定しておりま
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すが、既にこれも特別交付金の交付決定が行われております。 

更に売掛金の担保融資制度でございますが、これにつきましても昨年12月から

スタートしておりますが、相当な引き合いがきているというふうに伺っておりま

す。 

以下、科学技術・ベンチャー、ＩＴ、人材教育等々、それぞれ法律を既に成立

させたもの、あるいは今後法律を準備するもの、予算を付けたもの等々ここに記

述してございますが、時間の関係で以下省略させていただきます。 

以上でございます。 

（竹中議員） 確認ですけれども、予定が全く大幅に遅れているとか、そういうもの

はないと考えてよろしいわけですね。 

（小林内閣府審議官） はい。 

（竹中議員） どうぞ、資料に基づいて御議論いただきたいと思います。 

奥田議員。 

（奥田議員）  改革工程表で、こういうふうに500の構造改革の具体的施策が記載され

ておって、13年度末までに措置するとされている約450項目のうち云々、と書いて

あるんですが、国会の答弁とかを見ているとまだ何もやっていないではないかと。

それに対して、総理はいろいろなことを答えていますけれども、これは総理と同

じ歩調で、我々が外で、お前ら何もやっていないではないかといわれたときに、

これを言えばいいということですか。 

（竹中議員） 非常にわかりやすいのは、この中の１つに７公団は先行して民営化等々

を決定するというのは、この中に書いてあるわけですね。したがって、それは非

常にわかりやすい例だと思います。 

（小泉議長）  貯蓄優遇から投資優遇だって、1,000万円非課税というのは、今までや

ったことがないんですね。 

（奥田議員） 見ていると、やっていないという質問が非常に多くて。だから、これ

はちゃんとまとめて、総理にこういうことになっているんだということを、やは

り何かの機会に言っていただいた方がいい。国民の感覚からいけば、まだやって

いないというような、疑心暗鬼みたいなところがあるものですからね。 

（小泉議長） 野党の言っている公約とか何かより、はるかに具体的にやっているん

です。 

（奥田議員） そうですね。 

（竹中議員） そういう意味も兼ねて、今回フォローアップの取りまとめをやっても

らっております。 

本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 私も、奥田議員のネーミングによる、この工程表というものが、初め

て政治の場でこういう具体的なスケジュールとして取り上げられ、これまでの行

政施策の中で、これほど具体的に項目を挙げて、今の段階のフォローアップまで

きているということは、これは革命的なことだと高く評価しています。ただ、世

の中からしますと、もう一段何か見える成果が欲しいなという気持ちもわからな
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いわけではないわけです。 

それは、目標設定が、役所言葉とか言われるような部分もありまして、ゴール

がどういう高さに設定しているのかがあいまいになっており、例えば、議論を始

めれば検討しているということなのか、そこの部分をもう一段工夫する必要があ

るんではないかと思います。 

その上で、掲げた目標のアウトプットやアウトカムを、更に鮮明に定義をして

いくということが必要になってくるのだろうと思います。そして、今年はどこま

で達成できたかということを、これは将来の課題ですけれども、質的な部分の評

価をして、それぞれこれからも一段と改革に進んでいくよう、インセンティブ、

誘因づくりも含めて今後検討をしていく必要があります。そして、総理が国民に

わかりやすく、今まではほとんど議論もしてこなかったものをここまで問題提起

をして、今年はこれだけやったんだ、次のステップはより高い部分に目標を設定

しながら進んでいくんだ、というようなメッセージを付けていただきますと、非

常にわかりやすい状況が生まれてくると思います。 

各国ともこういう問題は苦労しておりまして、ニュー・パブリック・マネージ

メントという、一連の新しい行政手法の入れ込みというのを各国やっております

から、是非そういうやり方も含めて、このフォロー体制の強化をしていくという

ことが必要だろうと思います。 

目標設定で、重要度の高いものと低いものがございます。これは、また民間議

員側で重要度の高い項目を幾つかリストアップさせていただきながら、少しイグ

ザンプルのあるもの、あるいは問題提起のあるものを少し次回以降出させていた

だいて、ここで御指示をいただきながら要素の中に入れ込むという、エクササイ

ズ的な形でのスタートを新年度は取ってみてはいかがかという感じがいたします。

（小泉議長） 野党の立場としてみれば、言われなかったことをやられると、不十分

だという批判が出るのは、当然ですね。だから、450とか500というのではなくて、

幾つか10項目ぐらいを繰り返ししなければだめだな。そうでないと、何もやって

いないと何回も言われると、本当に何もやっていないということになって、４月

の選挙中から決まり文句です。それと同じことを言われると、それをまた委員会

でやるでしょう。やる方も450なんか言えないんだから、10項目ぐらい繰り返しや

らないとだめですね。 

（竹中議員） どうぞ、本間議員。 

（本間議員） 工程表を400挙げましたけれども、実はこれから活性化の問題ですとか、

税制改革の問題がございます。ここはこれまた工程表的なるものを入れて、新し

い目標設定ということもやっていくということが、小泉構造改革全体のプレイア

ップ並びに包括性というものを、国民にきちんと印象づけるためには必要だと思

います。恐らく概算要求が、８月の時点で、特定財源の部分など、税の部分とい

ろいろ関連してくるので、是非その辺もカバレッジの強化ということも含めて御

検討いただけたらと思います。 

（竹中議員） よろしいでしょうか。 
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片山大臣。 

（片山議員） 国民にわかるようなＰＲをどうやるかですね。そこなんです。そこを

考えたらいいですね。野党はやっていないと言うし、マスコミもどっちかと言う

と同じ言い方です。そういう中でわかりやすくどう言うかですね、その方法です。

本当に改革は進めているのですから。 

（小泉議長） 地方なんかに行くと、地方の景観パトロールなんか民間がやっている

んですね。実際に出てきたらしいですね。 

（片山議員） やっていますよ、森林のレンジャーなんかも始まっています。そうい

うことを言った方がいいですけれどもね。 

（竹中議員） わかりやすいパンフレットというのは、つくったことはつくったんで

すが、その結果は、必ずしも成功していないというふうに。これは反省をいたし

ます。 

（牛尾議員） メールマガジンの中に、工程実行状況の項をつくったらどうですか。 

（小泉議長）  これには、もう500はやっているというのも、中身を言わなくてもわか

りやすいですね、500やっているということ。 

（平沼議員） そのうち７割は、もう実施しているとか。 

（小泉議長） それで、あと10ぐらいわかりやすい例を挙げるとかね。 

（竹中議員） 是非、御指摘の点を踏まえて、国民生活局でも暮らしの構造改革ハン

ドブックのようなものを考えられないかとか、いろいろ議論はしておりますので、

そういうわかりやすい面と、全体として500の７割というようなものを、是非ＰＲ

をしていきたい。 

それと、本間議員から御指摘がありましたように、質的な評価みたいなものを

民間議員でお願いしたいのと、本間議員はゴールの高さがそれぞれ500項目と言っ

ても実は違うという御指摘がありました。 

それと概算要求の前後を目途に、新しい工程表、次の段階のものも必要だと思

いますので、その準備を是非とも進めたいということだったと思います。 

○今後の諮問会議の進め方について

（竹中議員） それでは、次のテーマに移りたいと思います。平沼大臣は、前回は御

欠席でございまして、資料がございますので、是非３～４分で問題提起をしてい

ただければと思います。 

（平沼議員） お手元に私の名前が入っている２枚紙がございます。１番～８番で成

っておりまして、これは後ほどの有識者ペーパーとダブっているところがあると

思うんですけれども、基本的な前提となる考え方を私から申し上げたいと思いま

す。 

言うまでもないことでありますけれども、我が国は石油、そして食料などを輸

入に頼らなければならない貿易構造になっております。ソフトウェア産業も含め

て、我が国の強みである輸出産業の国際競争力を維持することができるか否か、

これは国家の根幹に関わる問題だと思っています。最近、貿易収支の黒字幅が段々
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減ってくるということは、非常に私は危険な兆候だと思っています。 

このためには、我が国経済社会の中心に、ものづくりの国と言われております

けれども、技術を据えて、ここにいかに経営資源を集中していくか、これがポイ

ントだと思います。また、国際競争力は言うまでもございませんが、国家の総合

力とも言えるわけでありまして、これは経済の側面のみならず、教育あるいは国

民の資質、そういったものも含めて総合力をつける。世界中が今、そうやってし

のぎを削っているんですから、我が国も、もたもたすることなく、やはり人的資

源に恵まれている国ですから、そういったところにも力点を置かなければいけな

い。こういった総合力をつけていくためには、税制だけではなくて、創造性の発

揮に向けていかに教育の在り方を変えていくか。医療あるいは農業の在り方を根

底から変え得る、日本も進んでいる分野ですけれども、もっと進めなければいけ

ないバイオテクノロジー、こういったものの産業化に向けて、どういった制度改

革を進めていくか。総合的な視点で取り組んでいく必要があると思います。 

サービス産業を含め、勿論、我が国の潜在能力を掘り起こして、成長産業を育

成していくことは非常に重要な点でありまして、国際競争力の維持とは必ずしも

直結するわけではございませんけれども、やはり総合力ということから考えれば、

雇用確保などの視点から議論を進めていくと整理しやすいのではないかと思って

おります。 

以上のような前提に立って、ここに８項目出させていただいておりますけれど

も、技術開発、知的財産、教育・人材、新規事業、企業・産業組織再編、６番目

には対内直接投資、７は新たな市場の掘り起こし、８つ目はＦＴＡなんかも含み

ますけれども、対外経済戦略の発展に整理をさせていただきました。 

こういう基本的な考え方でございまして、２番目の紙は、それを図にまとめた

ものでございます。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、同じく経済活性化について吉川議

員から、それと税制、政策金融について本間議員から、続いて御説明をいただい

て、後でフリートーキングにしたいと思います。 

吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） お手元に１枚紙で「『経済活性化戦略』の検討について」、我々民間

議員４人の名前で出させていただいているペーパーがあると思います。我々の問

題意識は、今、平沼大臣がおっしゃったことと、ほとんど100％重なります。現在

パニックを起こす必要はないでしょうけれども、日本の産業競争力、あるいは日

本経済活性化ということについて我々は危機感は持つべきだと思います。その上

で、しかるべき政策を国としても着実に進めていくべきだという問題意識です。 

そこで、先ほどの大臣の御説明資料とも重複する部分がかなりありますが、お

手元の紙では大きな３つの丸でまとめてあります。 

１つは「今後の成長産業の育成・発展」ということを考えるというわけです。

従来は産業と言うと、つくっているものの物理的な形で産業というのを定義して
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きた。鉄鋼産業、非鉄金属、輸送機械という形でつくるものの性質で産業という

ものを考えてきたわけですが、それはそれで大切なんですが、今後は生活者のニ

ーズの方から、言わば横ぐしを入れて産業というものを考える必要があるんでは

ないかということです。ここには例として、文化とか教育とか高齢化、環境とい

ったものが挙げてあります。 

例えば、高齢化というのはシルバー産業、環境、グリーン産業というと、従来

の一つのものの産業では対応しない。ほとんどの産業が入るということでありま

す。 

こうした形で産業の競争力ということを考えることによって、それは将来的に

は国際競争力にもつながる。高齢化とか環境というのは日本だけではなくて、世

界的にニーズが高まるからだ。 

２番目は「経済活性化の基盤整備」を進めるべきだということで、具体的なポ

イントについては既にお話があったことと重なりますので省略いたします。これ

は、国際的な側面、知的財産権の保護、あるいはＦＴＡなど、国際的な問題にも

大いに関わるということがポイントだろうと思います。 

最後ですが、これも国際的ということですが、「世界に開き、世界に貢献する

日本経済」ということが挙げてあります。２つ目ですが、海外からの投資という

のが非常に重要で、これは雇用創出という意味でも大変重要なポイントだと思い

ます。また、人材流入を促進する環境ということも重要です。人材が日本に入っ

てくるということが非常に必要なんですが、我々大学で暮らしている者にとって

は身近な問題ですが、やはり外国からの訪問者の生活環境というのが非常に問題

なんです。つまり、外国人が日本に来て病気になったときに、病院に行けるのか、

子どもを連れてきたときに子どもの学校はどうなのかというような点で、外国の

人が日本に来たときに、彼らが日本で暮らす生活環境というのが、やはり日本は

まだまだ国際化が遅れているという点があると思います。そうしたことも含めて、

開かれた日本、美しい日本というのをつくることが大切だということを言ってお

ります。 

以上です。 

（竹中議員） では、本間議員、お願いします。 

（本間議員） それでは「税制のあり方の検討について」私の方から簡単に説明させ

ていただきたいと思います。 

税制改革の議論が諮問会議も関与する形でスタートするに当たって、やはり過

去の総点検と未来への展望という両面から、税制全体を検証しながら方向性を出

すということが非常に重要ではないかと考えております。現行税制、これはどち

らかと言いますと、シャウプ勧告の理念を基本に置きながらも、日本経済に適合

する形で理念と乖離してきたという性格づけがございます。その中で、租税特別

措置であるとか、あるいはさまざまな形での控除制度というものが複雑に入り込

み、政策目標の効果という観点からもいろいろ再検討するべき税制の「垢」みた

いなものがたまっています。ここは、きちんと総括いたしませんと、恐らく今後
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考えられる将来への財政需要の増大に対する、税制的な対応ということも国民か

ら理解が得られない危険性があるということです。是非過去の総点検をしてから、

今後のあるべき税制の姿、形まで含めて議論をしてはどうかということでありま

す。 その中身、将来の部分のところは、３つ目の項目から、「経済活性化」、

「国民負担」、「経済の構造変化」、「国民生活の変化」、「地方分権」という

形でテーマ設定をいたしております。 

経済活性化はやはり構造改革のメインのテーマでございますので、これに対し

て税というものがいかに対応するかということです。これは活性化のプログラム

と併せて、今、平沼大臣、吉川議員の方からお話がございましたけれども、改め

て税とインセンティブの問題について、不必要なものを切って、かつ、もし時代

に必要であれば活性化に対してどのように方向性を合わせるかということをやる

必要があるだろうと思います。 

２番目は「国民負担」。甘い話だけではなく、当然今の財政状況及び将来の財

政負担の増という観点から、国民に対して苦い部分も御理解をいただかなければ

ならないということでございます。１つは受益と負担の総点検。これは、特定財

源の問題も含めてどう考えるかというようなことです。更には、持続可能で、か

つ頑健な社会保障制度の構築というものが、国民の生活設計にとって不可欠な要

素であるということを考えますと、これに対する国民負担の中身とレベルという

ものを意識して検討していかなければなりません。国民負担率というような概念

もまた、この中で検討をする必要があろうかと思います。更には、課税ベースの

問題。これは、いろいろな特例措置等を設けてまいりまして、税の空洞化という

問題が国民の公平さと公正さという観点での問題と同時に、非常にひずみのある

形で国民負担のバイアスを持たせているということもございます。この辺は聖域

なく課税ベースの在り方というものを再検討していく必要があります。 

「経済の構造変化」につきましては、これは先ほどのお話にもございましたと

おり、グローバル化、ＩＴ化、循環型社会の構築という状況の中で、例えば特定

財源の問題と循環型社会の構築というようなものはどうあるべきかというような

論点も出てこようかと思います。諸外国の方々が投資をしたい国、魅力ある日本

経済基盤の条件整備という観点で、どのような対応というものが必要かというよ

うなことも当然議論の詰めを求められる点であります。経済のストック化、ある

いはこれまで貯蓄優遇的な税制というものを投資融合型に変更するということも

念頭に置く必要があるんだろうと思います。 

「国民生活の変化」の点では、社会保障費の高騰ということもございまして、

世代間の不公平が非常に大きな国民の不満を生んでいる状況を考えますと、これ

までの垂直的な公平論だけでいけるかどうかという問題。世代間の公平という問

題について税がどう対応するか。社会保険料とのどのような組み合わせ方を今後

考えるかということも当然議論されなければならないと思います。税は、これま

で標準家庭という形で、つまり夫婦と２人の子どもという形で、ほとんどメイン

の部分は構成をされております。価値観の多様化、ライフスタイルの多様化等も
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含めて家族の在り方や女性の問題、これに対して税をもう一度時代に合わせなが

ら検討をするということも重要な部分だろうと思います。 

最後になりましたけれども、これは政治的には極めて重要な問題であろうと思

いますけれども、国と地方の役割分担と税の配分の問題。これは、恐らく交付税

の問題等とも密接に関係してくる問題でありますけれども、従来、なかなか表舞

台に登場してこなかった部分も、マクロ的な観点からすればこれに対し我々があ

る種の方向性を議論するというのが必要だろうと思います。 

以上であります。 

（竹中議員） もう１つございますね、どうぞ。 

（本間議員） それでは、引き続きまして「政策金融のあり方の検討について」。私

の方から、簡単にお話をさせていただきたいと思います。 

政策金融のあり方の問題、これは昨年の予算編成の中での議論を受けて、諮問

会議で検討をするということでございまして、基本的には民業補完、政策コスト

最小化、機関・業務の統合合理化の原則の下で、抜本的に公的金融を再検討する

ということでございます。その一方で金融システムが若干民間の部門で問題があ

る現下の状況を考慮しながら、この移行において政策金融の活用の在り方につい

ても配意するということが基本的に求められているのだろうと思います。 

したがって、経済社会構造を踏まえた民間金融と公的金融の関係を、原理・原

則に立ち返りながら、きちんと整理をするということ、及び公的金融がどういう

効果をもたらし、そして一般会計も含めてコストというものをどのような形で、

今、支えているのかというような分析。 

そして、公的金融という組織的な対応なのか、それともほかの手段、例えば民

間の金融機関を使いながら、補助金というような形でやった方がいいかどうかと

いう多様な選択肢がありますから、そのような選択肢との比較優位の関係もまた

議論をしていく必要があるのだろうと思います。 

先ほども申し上げましたけれども、現下の金融情勢というのは、必ずしも民間

が十全に機能していない状況ですので、その点を考えますと、その移行期の部分、

あるいはその暫定的な期間における公的な金融の役割もまた十分に配慮をしてい

くということも、重要なスタビライザーでございますので、この辺の配慮という

ものをその中に入れ込むということになろうかと思います。 

更には、公的金融は、非常に国民から親しまれ、使いやすいという利点がある

わけでありまして、民間側がそれに今後対応していくということが本筋でありま

すけれども、借り手側から見た公的金融の役割ということも、十分ニーズという

観点で、この段階できちんと位置づけていくことも必要だろうと思います。 

そして、そのような５つの検討を踏まえた上で、政策金融８機関の今後のあり

ようについて結論を、国民にわかりやすく中身を示しながら、総理の決断の下で

実行していくというプロセスを踏むということが必要だろうということでありま

す。 

以上であります。 
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（竹中議員） ありがとうございました。確認ですけれども、残った時間で、今、出

された問題について、今日は問題意識の開示及びすり合わせということだと思い

ますので、ひとつ御自由に御議論をいただきたいと思います。 

速水総裁、どうぞ。 

（速水議員） この間、塩川大臣から、税制の哲学をここで論じて欲しいというお話

がありましたけれども、哲学とはいかないまでも、こういうことがやはりいいと、

これまでの私どもの知識で言わせていただきますが、経済活性化の観点から税制

改革という点を考えますと、やはり今まで実績を上げた、サッチャー、レーガン

税制というのが参考になると思います。この両者の共通点を言いますならば３つ

あって、１つは税率の引き下げと累進性の緩和ということだと思います。 

２つ目は、課税ベースの拡大。各種控除の見直しなどをやって、課税ベースを

拡大していったと。 

３つ目は、税制を簡素化して、特例措置の整理などをやった。 

この３つのことだと思います。 

これらの税制改革の効果というのは、いろいろありましたけれども、またいろ

いろな意見もあるんでしょうけれども、私が感ずる限りでは、労働意欲を増大さ

せたこと、企業活動の活性化をもたらしたこと、税収増加に寄与していったこと。

この３つのことは、実績として挙げられると思います。 

いずれにしましても、日本で税制改革を考える上では、サッチャー、レーガン

税制を始めとして、税制改革とマクロ経済との関係についての評価が出発点にな

るべきだと思います。そのような議論に資する分析が、この場で示されていくこ

とが期待されるところであります。 

もう１つ、公的金融について、私も今、ずっと勉強しているところですけれど

も簡単に言わせていただきます。１つは、90年代以降、公的金融のウェートとい

うのは、非常に増えてきているわけで、住宅向け、大企業向けを中心にして、趨

勢的に増えて、今や企業と家計が借りている全体の金額の約２割が政府系金融機

関、先ほどの８つないし９つのものから借りているということでございます。こ

れは、今、民間の金融機関が一生懸命いい貸出先を探しているときに、政府金融

機関がこれだけ有利な条件で貸しているというのは、やはりおかしいことだと思

います。 

公的金融が民間の貸出や金融市場へ与えるマイナスの影響としてあり得ること

は、やはり民間金融機関においてリスクに見合った金利設定が困難になるという

こと。また、貸出先の競合によって、民業を圧迫してしまうということ。それか

ら、資本市場が発達していかないということ。 

こういう公的金融を、それではどういうふうに使っていったらいいのかという

ことですが、これはアメリカのケースにも見られますように、融資業務は極力民

間に移していって、リファイナンスとか、債務の保証といったようなことに重点

を置くことができればと考えています。政策的に対応が必要な場合には、税制、

利子補給といったような別途の手段もあり得ると思います。 
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こういう公的金融の見直しというのは、長い目で見ますと、やはり経済の活性

化に寄与していくんだと思う。金利設定が適正化して、銀行の貸出インセンティ

ブが高まっていくという効果が期待できると思います。 

公的金融が、金融システム、ひいてはマクロ経済に与えてきた影響を分析・評

価していくことが議論の出発点になるというふうに考えております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、奥田議員、片山大臣の順番でお願

いいたします。 

（奥田議員） 公的金融の件ですが、当然これは中長期的に落ち着いて考えなければ

いけない問題だということはわかっています。しかし、最近の状況を聞いてみま

すと、この１月辺りから、マイカルの破綻、狂牛病、それから多発テロ、こうい

う関係で、非常に中小企業で苦しい状態が続いておって、それがこの政府系の金

融３機関に相当流れ込んでいると、そこが受け皿になっているという形であるわ

けです。これが、もしないと、本当に中小企業の倒産が非常に多くなって、これ

は当然失業にもつながるし、それから社会不安にもつながるということですから、

ともかく当面はいわゆるこの３機関について手を付けるというか、そういうこと

は考えない方がいいんではないか。勿論、中長期的にはやはり考えなければいけ

ないだろうと思います。 

もう１つ、中小の金融機関のトップがちょっと不満を持っていまして、要する

に、私らに全然だれも聞きに来ないと、話も聞いてくれないと、私らはどれだけ

苦労してこういう中小企業に対して金を貸しているのか、それについて全然聞い

てもらえないのが非常に不満だというお話もございましたので、一度本当にチャ

ンスがあれば、ああいう方のお話を、実際に現場でどういう状態になっているの

かということは、聞いてみる必要があるんではないかというふうに思うわけです。

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） ３点ほどありますが、１つは税制ですが、私の方が担当しております

地方税制の考え方ですが、国税は応能、地方税は応益。国税は、能力に応じて払

ってもらう。地方税の方は、受益に応じて、国より受益と負担の関係が直接的で

すから。そういうことから言いますと、広く薄くなければいけないのです。とこ

ろが、税の空洞化ということで、今、住民税も４分の１近くは払っていない。法

人事業税は、平沼大臣おられますけれども、３分の２が払っていない状況です。

これは収益課税ですから、黒字のところしか払わないので、35％しか払っていな

い。65％の企業は、払っていないのです。応益原則から言うと、やはり問題があ

ると思います。少なくとも、国税もそうでしょうが、特に地方税は広く薄くとい

うことの徹底を図らなければいけない。市町村税の中心は住民税と資産課税の固

定資産税です。都道府県税は、住民税と法人事業税です。だから、そこのところ

の御一考を是非いただきたいことが１つです。 

それから、政策金融につきましては、私は政策金融をある程度整理する。縮小

するということは、あり得ると思います。ただ、その場合に民間が全部できるの
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かどうか、できないとすればどういう公的なサポートを、民間の金融機関に行う

かということを併せて考えないと、一遍に全部やめてしまうということでいける

のかどうかという感じがします。 

  今、都道府県の幾つかの県が、ワークシェアリングをやり出しました。例えば、

超勤は正規の職員にはやらせないと、その超過勤務の予算を新たな雇用に振り向

けると。または、週３日だけ勤めればよろしいと。３日勤務職員の組み合わせを

やるとか、そういうワークシェアリングを始めたので、私は、これはもう少し制

度的にも保証してやる必要があると思います。今は、地方はパートタイマーとい

うのをほとんど認めていない。極めて限定的にアルバイターがある。そうではな

くて、パートタイマーを福祉などいろんな分野にどっと入れればいいと思う。そ

のことは、今までの公務員の考え方を変えないといけません。そこまで踏み込ん

だワークシェアリングを進めるかどうかです。それも、ひとつ大いに御議論賜り

たいと思います。 

以上３点でございます。 

（竹中議員） ３点目は、経済活性化の観点から、そのパートタイマーの制度的扱い

をということです。 

（片山議員） そうです。ワークシェアリングも、今、地方のいろいろな事情に基づ

いて、試行的に多くがやり始めています。そういうことを、制度的にどこまで担

保してやるかです。 

（竹中議員） 平沼大臣、塩川大臣の順番でお願いします。 

（平沼議員） 私も、公的の金融に関して、ちょっと意見を言わせていただきたいと

思いますが、やはり民にできることは民でやるということは基本原則で、それは

わかっております。日銀総裁は言われまして、それは将来的にそういう方向とい

うのは理解できないことではないんですけれども、今の段階で、皆様方もよく御

存じだと思うし、奥田議員も言われましたけれども、もう貸し渋りどころではな

くて、貸し剥がしなんです。そして、中小企業というのは、もう今は本当に悲鳴

を上げていまして、それで頼るところはもう公的金融機関しかないという現状が

あります。 

それで、１つのデータを申し上げますと、いわゆる平成10年に大変貸し渋り、

貸し剥がしが起こったときに、中小企業庁が毎月実施をしている、いわゆる貸し

出し状況というデータがあるんですけれども、あのときは非常に貸し出しが厳し

くなったというのが35％だったんです。それが、我々が一生懸命努力をして、一

昨年の秋のデータでは、それが19. 4まで下がってきたんですが、またぞろ厳しい

状況になってきて、今また24％になっている。そして、まだまだ景気というのが

非常に厳しい、そういう状況を考えれば、やはり本当に政策金融機関の果たす役

割というのは、大変大きいわけでありますから、その辺は慎重に考えるべきだと

思っています。 

また将来、中小企業金融の分野で、民間金融機関が、どんな姿で、どういう役

割を果たすのか、その在り方とか見通しが立たないと、道筋をはっきりつけない
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と、非常に大きな混乱を起こすことだと思います。 

政策金融といっても、分野は御承知のように非常に多岐にわたっておりまして、

一括して議論をすべきではなくて、各分野ごとに実態に則して、精緻な議論をし

て今後やっていかないといけないと思います。 

以上、私から申し上げたいことでございます。 

（竹中議員） 塩川大臣。 

（塩川議員） 私も、この有識者の方から出ています、この３枚のペーパーを非常に

関心を持って見ているんですけれども、１枚目の方は後で勉強させてもらうとし

て、税制の方でございますが、こういうことをテーマにして勉強していただくこ

とは非常に結構だと思います。こういう基本問題は是非やっていただく。その代

わり、この反面というよりも、ここから見まして、例えばそれならば政府税調の

方で、空洞化問題をどうするかとか、特定財源の問題をどう扱うかとか、あるい

は地方と国との税制の問題を、どのように配分するかというような、この問題と

ちょっと踏み込んだ具体的な問題、こういうようなものをテーマにして取り上げ

てもらっていいだろうかどうかということなんです。 

実は、３月の本予算が上がるまで、その間は税調は基本問題だけで、具体的に

は一切触れないでくれと言ってありますのでやらないと思うんですが、それでは

何をテーマでやったらいいんだと言ってこられているんで、私はその点について、

この諮問会議とのすり合わせの上でひとつ考えていただくようにすると言ったん

ですが、できれば諮問会議はこういう哲学的なというか、方向づけをきちっとす

るような問題をやっていただいて、政府税調の方は、４月以降具体的に、先ほど

言いました空洞化問題、特定財源、地方税の問題とか議論をしてもらって、それ

で５月、６月ごろにこちらの哲学の方との具体的なすり合わせの会議を持っても

らったら、一つの方向が出てくるんではないかと思うんです。 

そうならば、政府税調の方で、先ほど言いました分野を、具体的に勉強しても

らうという役割を決めてもらったらなと思っております。これが税制について、

ひとつ私の意見です。 

政策金融の問題については、これは先ほど平沼大臣が言っていること、あるい

はまた速水総裁、片山大臣が言っていることと、私も同様でございまして、今は

日本の銀行はとってもひどいですね、都市銀行、一般金融機関、実にひどいです。

したがって、政府金融機関はここしばらくの間、一般金融機関が金融機能を本当

に取り返してくれるまでの間は、もっと増やさなければならぬと思っておりまし

て、その方法をどうしたもんだろうと。 

しかしながら、これはいつまでも政府金融機関に任せておいて、中小企業金融

を取るということはまずい、これはできないと思います。ですから、一つのスケ

ジュール、例えば５年間は現行の状態でやって、その５年間に段階的にだんだん

特化してくるというような方法をスケジュールの中に入れていくとか、何かそう

いうことを示しながら維持をしていくということが必要だろうと思っております。

それと同時に、１つお聞きしたいのは、本間先生が冒頭に「経済社会構造変化
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を踏まえ」といっているのは、ここが金融機関の在り方の変化というのが大きい

と思うんですが、それに合わせた話にしなければ、公的金融機関の在り方という

のはできないということになりますね。そういうことをするということ。 

もう１つは、民間の金融機関のテリトリーをもっと広げさせるということをや

ったらどうでしょうか。例えば、今、問題となっておりますのはファイナンスと

リースです。ですから、消費者金融というものをどういう具合に扱うかというこ

とを考えなければいけない。高利会社とかを放っておくわけにはいかないと思う

んです。今、そういうところに町の人は頼っているんです。もう銀行は全くだめ

なんです。ですから、消費者金融というものを金融機関として、むしろ健全に育

てる方法も考えていかなければならないのだろうと思うんです。そういうような

問題も含めて、経済社会構造の変化ということをひとつ考えていただいたらどう

だろうと思っております。 

そして、下から３番目の「現下の金融経済環境における公的金融の役割」とい

うこと、これはやはり暫定な問題であると思うんで、公的金融機関の将来あるべ

き姿だけは出して、実施はこうなんだというスケジュールを示した方が安心する

と思うんです。もう、すぐにでも潰されるように思って騒ぐんです。これは、余

り放っておいてはいけないと思うんです。社会不安につながると思うんです。だ

から、これをしてもらいたいと思っております。 

もう１つ、政策金融機関の検討の問題。今、大分騒いでいます。ですから金融

機関の考え方は、大体こんな考え方なんだということを短期で、方向だけ、例え

ばの話で言っているんですが、５年間に金融機関の体質を変えていって、将来は

民営化していくんだとか、そういう方向を示してやった方が安心すると思うんで

す。今、この金融は大変渋い問題になってまいりました。特に、大銀行がビッグ

バンで、今ごろになって慌てて、合併だ何だと騒ぎ立てるもんだから、貸し剥が

しがひどいです。これは気を付けなければいけないと思っております。 

奥田さんがおっしゃったのだが、私も１つだけ、国民生活金融公庫だけ意見を

聞きました。あとは、実際は聞いていません。だから、今度聞いてみましょう。 

（奥田議員） 是非お願いします。 

（塩川議員） 私は、国金が一番気になるもんだから。

（竹中議員） ありがとうございます。短時間に、非常に貴重な意見をお出しいただ

きまして、いかがでしょうか。前回の申合わせでは、もう一度こういうフリート

ーキングをやってみようということだったと思いますので、今日出たポイントを、

幾つか論点があると思いますので、論点をちょっと整理してここに出させていた

だいて、それについて議論を深めていただく。更に、各議員の方から追加のペー

パーをお出しいただくんだったら、勿論それは大歓迎だろうと、こういう風に思

います。したがいまして、次回はデフレの問題を少し議論した後、今日の議論を

続けさせていただきたいというふうに思います。 

総理、何かございますか。 

（小泉議長） 今の政府系金融機関の見直し、確かに現状は民間がやらないから、そ
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の分政府系金融機関が補完しようということで、どんどん民間の分野へも食い込

んできて、今のような民間も活性化しない、もたれ合い、護送船団、これは現状

がこうだからやらないとなると、ますます悪循環に陥るんです。 

そこで、小泉内閣になってからの政策の在り方というのは、中長期的に何が望

ましいか、その望ましいことを目標にして、現在どうすればいいかという手法を

我々は取っているわけです。政府系金融機関がこのまま続いていったら、民間は

ますます活性化しないです。よく金融機関の幹部、頭取が始めに言うんだけれど

も、宅配業者と金融機関を比較してみろと、宅配業者は運輸省なり郵政省がやら

ないことを全部やっている。宅急便でもそうですね、郵便局がやらないことを全

部先にやっていたわけです。夜間配達もそうです、あるいは冷凍食品もそうです。

公的、政府、役所がやらないことを全部やっていって、採算が取れるようになっ

て、何十社も参加してきたんです。 

それに比べると、民間金融機関、これは民間機関がやらないから政府系金融機

関がやっているんです。全く逆なんです。競争がなく、お互いいろいろな規制で

守られて、一番弱いところに合わせるから給料も高くなる、福祉施設も高くなる。

この逆をよく見習ってくれと。そういう点で民間金融機関も競争を促して、サー

ビス競争してくれと、そういうことによって政府がやることは減っていくし、今

まで政府がやってきたことで収益上げるような体制をつくってくれれば、更に民

間は健全化する。これが大事で、今の現状がこうだから、このままだったら展望

がないです。だから、中長期的に望ましい姿を考えて、今どうすべきか、という

ことを考えてもらいたいと思います。 

（塩川議員） だから、それを早く出さないと。私が言ったように、５年間に特化し

てとかいう方向を出して、民間になりますよと、だから市中銀行はその準備をし

なければいけないし、政府系金融機関もそうしなければいけないと。 

（吉川議員） 我々のペーパーにも、４行目に「移行工程を明確にする」と書いてあ

ります。 

（小泉議長）  それで、今は見直してはいかん、一指も触れてはいかん、となったら、

何も改革できないです。 

（平沼議員） 私も、民にできることは民だというふうに冒頭申し上げたのはそうい

うことだし、今、総理が言われたように、銀行も本当にそういう意識を持っても

らわなければ困るわけです。ですから、30兆円の特別保証制度をつくったときに、

銀行はどういうことをやったかと言ったら、中小企業に、お前のところは政府系

のあそこで、ちゃんと無担保・無保証で借りられるから借りてこいと、そして借

りさせて全部引き上げてしまうんです。そんなことまでやって、それはもう無茶

苦茶やっているんだ。 

（小泉議長） 公的金融機関が貸せば、我々は貸すとか、もう甘ったれというか、リ

スクを取らないんです。そこが、民間のほかの金融機関以外のたくましい中小企

業、ほかの経済の面と違うんです。そこを、事あるたびに言っているんです。 

（塩川議員） 総理、１つ認識してください。今、銀行は支店長クラスをものすごく
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変えているんです。どこの銀行も、がらっと変えているんです。それは、過去の

因縁をみんな切っているんです。だから、昔はそうでしたけれども、今度は違い

ますと、貸し剥がしのためなんです。これはきついですよ、無茶苦茶なんです。

前の支店長はそうかもしれないけれども、私は違うと、みんなこれですから。 

（小泉議長）  税制改革で、財務大臣は、これからちょっと発言すると、何やるんだ、

ああやるんだとか、マスコミの一部には意図的な報道に持っていこうという動き

があるから注意しないと。今のところ、あるべき税制改革をやるんだし、私はそ

の辺非常に注意しているんです。だから、消費税も所得税も法人税も地方税も、

もう予断なく議論してもらいたいと。あと４、５か月経つと、方向は見えますよ、

そういう段階で具体的な、15年度予算に編成する段階では、はっきりしたことを

言わなければならないけれども、今の時点で具体的なことを言うと、今、関心は

消費税を上げるのか、課税最低限度を下げるのか、こればっかりでしょう。そう

いうことだけではなくて、全般的にやるんだし、この点はよく財務大臣としても

注意しておかないと。 

（塩川議員） 具体的なことは言っていません。方向だけちょっと。 

（小泉議長） 嫌でも具体的なことを言わざるを得ない時期が来るんだから。そして

予算審議中でも、具体的な議論は政府税調でもこっちの諮問会議でもやっていい

と思うんです。別に、予算審議に支障を来すということで、今までやらなかった

んだけれども、今回支障を来してもどうでも、予算委員会で質問が出れば私は答

えますから、別にそんな気にすることないです。議論は、妨げることをしない方

がいいと思います。何でもいいんです。 

（竹中議員）  大変実りある議論を、ありがとうございました。特に総理が言われた、

税に対する発言の注意、それとニワトリと卵の関係をはっきりさせろということ

だと思います。 

（塩川議員） 14年度の話ではなくて、15年度以降はどうやるんだと、こればっかり

なんです。 

（竹中議員） ありがとうございました。時間を過ぎておりますので、これで終わら

せていただきます。次回ペーパーを御用意される方は、どうぞ事務局にお申し出

ください。議事録等、いつものようにさせていただきます。 

どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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