
平成 14 年第 11 回 議事録 


経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 11  回）  

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 4 月 24 日(水)17:00～18:10 

2．場所: 官邸大食堂 

3．出席者 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

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 

臨時議員 石原 伸晃 行政改革・規制改革担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)経済の活性化戦略について 

(2)政策金融について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○電子自治体とアウトソーシングの推進がもたらす民間ビジネスの活性化 

（片山議員提出資料） 

○構造改革特区について（有識者議員提出資料） 

○「規制改革特区」構想について（平沼議員提出資料） 

○政策金融のあり方に関する論点について（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、総理と官房長官と平沼大臣は、少し遅れられるようなので
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すが、今日は時間が大変タイトでありまして、６時に終わって、その後にまた別

の閣僚会議が入っているということでございますので、第11回経済財政諮問会議

を始めさせていただきたいと思います。 

今日の議事ですけれども、まずは、特区を中心とした経済活性化戦略及び政策

金融の２つについて御審議をいただきます。 

本日の議題であります経済活性化戦略及び政策金融に関しまして、石原大臣に

臨時議員として御出席をいただいております。 

議事録の扱いは従来どおりとさせていただきます。 

本日の議事に入ります前に、活性化戦略について片山大臣から前回の議論に関

連して資料が提出されておりますので御報告をお願いいたします。 

○経済の活性化戦略について

（片山議員） 前回話題となり、私も少し申し上げましたが「地方自治体におけるア

ウトソーシング」について、若干の説明をさせていただきたいと思います。 

横長の紙がございますので、お開け賜りたいと思います。 

まず「地方自治体におけるアウトソーシング」ですが、 初は「地方行革の着

実な進展」。相当前から旧自治省で地方行政改革大綱というのをつくりまして、

それに基づきまして地方自治体に行革をやってもらっておりますけれども、 近

では平成９年に指針を出しました。それに基づきまして、それぞれの行革大綱の

見直しをやってもらいました。 

地方自治体では、定員管理や給与の適正化、組織機構の見直し、更には行政評

価システムの導入など新たな行政改革へ、現在積極的に取り組んでおります。 

参考までに、平成13年４月現在で、地方公務員の数は、317 万人。前年度比で

約３万人の減。７年連続の減少であります。 

ラスパイレス指数というのは、御承知のように給与水準を表わす指数ですけれ

ども、平成13年４月現在では、全国平均が10 0.5 で、ほとんど国家公務員と同じ

になっておりまして、これは27年間連続の減少でございます。昔はかなり高かっ

たということがわかりますけれども、全団体の75. 9％が100 未満、これは町村が

そうでございますが、国家公務員より低くなっております。 

組織・機構の数、特に都道府県の部局の数は、平成９年は379ありましたものが、

平成13年は352で27減っております。 

そういう中で、アウトソーシングは地方行革の大きな目玉でございまして、そ

れぞれの団体で工夫して、いろんなことをやっておりますが、少しこれは数字が

古くて恐縮なんですけれども、例えば都道府県では、庁舎の清掃業務は100％。道

路の維持補修について89％がアウトソーシング。公立学校の給食業も79％。 

市町村では、一般ごみ収集77％。し尿収集76％。水道メーター検針業務が75％

になっております。 

１枚めくっていただきまして、独立行政法人制度が国にできました。地方でも

こういうものが必要ではないかという議論がありまして、平成12年12月の行政改
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革大綱では、地方独立行政法人制度を検討したらどうかと、こういう御提言をい

ただきましたが、現在、総務省の中に研究会を設置し検討中でございまして、い

い検討結果が出れば制度化を図りたいと思っております。 

アウトソーシングの進め方につきましては、行政の事務事業の簡素化等につな

がり、行政改革の大きな推進力になるのでありますし、また民間活力が活用でき

て、民間ビジネスが活性化するわけで、そういうメリットはございますけれども、

やり方によってはいろいろ問題もある。 

特に人減らし等につながれば、職員組合の反対が出る。従いまして、今後とも、

各地方自治体が、地域事情や行財政状況等を総合的に勘案した上で、必要な事務

事業についてアウトソーシングを推進することが肝要だと。これが、総論でござ

います。 

そういう中で「ＩＴを活用した地方自治体の業務改革と地域経済の活性化」を

やりたい。特に電子自治体を申請・届出等についてオンライン化する。この機会

に共同化を伴うアウトソーシングを積極的に活用したらどうだろうかと、こうい

う考え方でございます。 

１に書いてありますように、申請・届出等のオンライン化を契機に、電子申請

受付システム、電子入札・調達システム、電子納税システム、情報公開システム

等のフロントオフィス業務、いわゆる窓口業務について各都道府県と連携をしな

がら、複数の市町村が共同でやる。そこでシステムを開発しまして、そのシステ

ムに基づいて、実施については地元ＩＴ企業を中心とした事業者にアウトソーシ

ングをする。特にフロントオフィスについては必ずやる。人事管理、会計処理、

財務管理、電子決裁等のバックオフィス業務については、汎用性のあるものにつ

いて、これも同じように進める。ただ、これは、もう少し先になる可能性がある。

こういうことでございます。 

１枚めくっていただきまして、データセンターなるものをつくりまして、その

運営等を地元ＩＴ企業を中心にやってもらう。更にその上に、通信サービスの提

供、ネットワークの保守・運用、メンテナンス、物流サービス等、場合によって

は職員の教育・訓練等について地元でやってもらうことによって需要効果を起こ

す。 

電子自治体のための行政サービス支援システムの開発、更新等に伴いまして、

ソフトウェア提供企業やハードウェア提供企業について需要を起こす。 

共同化とアウトソーシングの活用による大幅なコスト削減等を図りつつ、雇用

の創出等地域経済の活性化を推進するということでございます。 

課題と対策がありますけれども、コスト高になる場合もありますので、利用期

間を総合しますと、定期的に行政コストの検証をやる。 

データセンターと各市町村役場間のネットワークに関しては、厳重なセキュリ

ティーの確保が必要でございますので、不正アクセスの監視を始めとするセキュ

リティー対策を徹底する。しかも、これもできればアウトソーシングで。 

外部の第三者による評価・監査等を積極的に活用する。 
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一番下にありますように、その選定については、企業規模を問わず、技術力の

ある企業への参加機会を拡充する。 

次のページでございますが、そこにちょっとした絵を書いておりますが、もう

既に話したことをまとめたものでございます。 

地方自治体がありまして、窓口業務と内部管理的な業務がある。この窓口業務

について、まず共同化・アウトソーシングを図る。 

引き続いて、内部管理的なバックオフィス業務についても行うということでご

ざいまして、それがデータセンター的なものをつくりまして、この設置は地元の

ＩＴ企業にやってもらう。 

附帯する地元関連企業で、そこにありますように「通信サービス」「ネットワ

ークの保守管理」「メンテナンス」「物流」をやる。 

一方、セキュリティーの確保のために、セキュリティー遠隔監視やオンライン

研修等もやる。 

更に、それを応援するものとして、公立大学、公立試験場、または会計士事務

所、税理士事務所がある。そこに書いてあるようなことで協力・支援をしていく。 

ソフトウェア提供企業、ハードウェア提供企業は、それぞれ下で支えるという

ことでございます。 

そこで問題は、こういうことを進める場合に、これを引き受ける企業は今のと

ころは地方にはない。ほとんど東京です。すなわち、６割は東京です。東京周辺

で７割です。実際には８割ぐらいだろうと言われている。 

そこで、これを地元にやらせるために、若い人でやりたいというのが、私のと

ころにも大分出てきておりますけれども、それをどうやってまとめていくか。そ

のためには、応援する仕組みを考えなければなりません。 

そういうことによって、新しい仕事を地方に増やす。また、今ある仕事ももっ

と活性化してもらう、こういうことが必要だと思いますし、それによって人材を

呼び返したり、あるいは誘致したり、このことが人づくりによる地域づくりにつ

なげていく、それが経済の活性化ではなかろうかと、こういうふうに考えており

ます。 

アウトソーシングを一つのてこにして、仕事づくりや人づくりをやりたいこと

が１つ。 

共同化ということを打ち出しますから、これによって合併を促進したい。事実

上システムの開発を一緒にやって、実際の施行もアウトソーシングでやるわけで

すから、私は合併の非常に大きな促進になると思う。これを政策として打ち出し

たらどうであろうかと。経済諮問会議の御承認を得まして、いずれにせよ電子自

治体は２年でやるのですから、大きな政策として考えておりまして、どのぐらい

の経済効果があるかというと、この計算はなかなか難しいですが、やはりフロン

トオフィス関係だけで6,000億円ぐらいあるのではないかと。バックオフィスの関

係まで入れると倍ぐらいまでいくのか、いかないのはわかりませんけれども、電

子政府、電子自治体は全部で３兆円ぐらいの経済効果という試算もありますので、
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こういうことを大きな政策として打ち出して、地方の経済活性化につなげていき

たいと思っておりますので、よろしく御指導のほどお願いいたします。 以上です。

（竹中議員） ありがとうございました。非常に貴重な提言として取りまとめの際に

反映させていきたいというふうに思っております。 

それでは、特区の話に移りたいと思いますけれども、これに関しましては、吉

川議員の方から御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、お手元に２つ目の資料だと思いますが「構造改革特区につ

いて」という私ども４人の名前が付いた紙があると思います。これをごらんくだ

さい。 

私どもは、構造改革特区というものを設けたらどうかという提案をいたしてお

ります。まず、１．ですが、構造改革特区の意義というものを書いております。

経済活性化のためには、規制改革というのが大変重要であるわけですが、この点

につきましては、総合規制改革会議の方で鋭意進められているということであり

ますが、その取組を一層加速化する一つの手段として特区というものがあり得る

のではないかということを言っているわけであります。 

今、申し上げましたように、特区というのは、全体の規制改革を進めるための

一つの仕掛けとして意味があるのではないかということで、特区でやるから全体

の規制改革の方はしばらく休んでいてもいいというようなことになると本末転倒

になってしまう。あくまでも特区というのは、やるべき規制改革を進めるための

仕組みとして考えるべきだ。これが特区の意義であります。 

２枚目に、特区というのは、具体的にどういうことかということが２．に書い

てありますが、３つ挙げております。 

１つは、全国一律の規制について、地域の特性等に応じて特例的な規制を適用

すること。あるいは、逆に規制を試行的に特定地域に限って緩和すること。更に、

産業集積等地域の活性化のために、これらの規制改革に加えて、それぞれの地域

に応じたさまざまな支援措置を行うこと。これが特区だろう。 

特区の意義ですが、ここの下に書いてあるのは、１つは「百聞は一見に如かず」

という言葉がありますが、そうした意味があるのではないかと我々は考えており

ます。 

つまり、こうした規制改革をするといいんだと言葉で言ってもなかなか説得さ

れない人もいる。腑に落ちない人もいる。 

そうしたときに、実際に一部分でも実験的にやってみて、なるほどいいという

ことであれば、みんな納得されるんではないかと。「百聞は一見に如かず」とい

う効果が特区には期待されるということであります。 

３．ですが「構造改革特区の実現に向けて」ということで、構造改革特区を進

める上で、３つのポイントがあるということで述べております。 

１つは、地方のイニシアチブで、この特区は進める。「（１）地方の意見の尊

重」となっていますが、地方のイニシアチブでという意味であります。 

そもそも骨太の方針でも「個性ある地域の発展」あるいは「知恵と工夫の競争
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による活性化」という考えを述べているわけですが、特区は地方発でやるべきだ。 

知恵、あるいはアイデアというのは、草の根にありということで、中央から指

令を出すというのではなくて、それぞれの地方から大いに出してもらいたいとい

う考えです。 

もう１つは、次のページですが、できるものからできるだけ早くやる。これは

当たり前のようですが、中には法律改正などを伴うものもあるわけでしょうが、

しかし、そうした法律改正などは必要なく、例えば政省令改正で対応できるもの。

あるいは、運用の改正で対処できるもの。そうしたものは早くやることが可能だ

ろう。できるところからできるだけ早くやっていただきたい。 

３つ目ですが、特区実現に向けては、国と地方、あるいは各省庁間の調整とい

うことが当然あると思いますが、こうしたところは総理を始め、各大臣方に是非

ともリーダーシップを発揮していただきたいということであります。 

後に４．ですが、特区を進める上での留意点。これは言わずもがなのような

ことが書いてあるわけですが、特区をやってみて事前的な評価は勿論ですが、事

後的な評価もきちんとやる。 

あるいは「（２）財政改革との関係」となっていますが、要は、いわゆる何で

もありのばらまき型といったようなものになってはいけない。 

  「（３）法律的検討」には、当然法律的検討ということが必要でしょうから、そこ

はきちんとやるということであります。 

これが全体紙で、その後で別添となっていますが、構想例ということで、既に

幾つかの自治体の方々がアイデアを出されたということだと思うんですが、例と

してＩＴ関連の特区。バイオ関係の特区。国際交流の特区。リサイクル産業の特

区。創業促進型経済再生特区とか、あるいは農業部門での企業創生特区とか、自

然触れ合い体験特区というふうに並んでいますが、こうした幾つかの例が既に出

ている。ただし、これはあくまでも例であって、先ほど述べたような考え方で、

是非とも特区を規制改革を推進上での一つの仕掛けてとしてやってみたらどうか

という提案であります。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。この構想例は、幾つか調べていただいて、

そういう事例が現実に自治体で構想されているという意味で紹介いただいてよろ

しいわけですね。 

（吉川議員） はい。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、引き続いて平沼大臣から御説明を

お願いいたします。 

（平沼議員） それでは、お手元の平沼と書いてある資料をごらんになっていただき

たいと思います。 

私からは、「『規制改革特区』構想について」お話をさせていただきたいと思

います。規制改革特区については、産業競争力戦略会議の場でも、民間企業の社

長からの反響は非常に大きいものがございまして、ある意味では経済活性化策の
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切り札となるんではないかと思います。 

民間議員の方々の今の御報告にもありましたけれども、具体的なものとして例

えば、民間資本を導入してビジネス、法務、技術等に関する国際レベルの専門教

育を提供する。あるいは、周辺の居住、教育関係も整備するようなビジネス、教

育特区なんていうのも考えられますし、また、民間資本や優秀な外国人種を導入

して、研究開発と一体となって 先端の医療を提供する先端医療特区。 

先ほども少し出ましたけれども、農業に着目をしまして、ブランド農業特区。

これは、例えば民間の企業なんかのコンセプトを入れて、ブランド農業特区とい

うことも考えていて、さまざまな具体的な特区が考えられると思っております。 

規制改革特区を真の構造改革につなげるためには、お手元の２．に掲げた「官

から民へ」「地方主導」「内閣主導」が基本的となる。いずれにしましても、い

かに総論は賛成で、各論反対を封じ込めることが私どもはポイントだと思ってい

ます。 

そのためには、ボトムアップではなくて、総理のリーダーシップの下で内閣指

導で進めるということが私は必要だと思っています。 

規制改革特区の目的として、１．の３つ目の○の下に、規制改革特区の目的と

いうのが書いてありますけれども、やはり先ほど民間議員の御発表と同じように、

各地域が自らの創意工夫によって、例えば企業の立地環境を整備する。地域間競

争を起こして、個性ある地方の自立と発展と活性化を促進していく。 

あるいは「民間発・地方発アイデア」を短期に統合・開発させる。そのための         

「実験場」。私どもはある意味では、ショーウィンドーみたいなもので、まず「実

験場」を提供する。 

３番目は、国の財政資金に頼ることなく、「規制改革」を手段として、「知恵」

と「改革への意欲」を競う形の「特区」とすべきではないかというふうに思って

おります。 

そういった形で、具体的には法律論とか制度論から入るのではなくて、現実に

自治体や企業が考えた新しいビジネスモデルを議論のテーブルの上に乗せて、常

識に照らして実験として規制改革を行うかどうか政治的に判断することが先であ

って、その判断を前提として、これを実現するための制度を工夫するのが、言っ

てみれば行政の腕の見せどころではないか。 

初から法律論、制度論に陥らずに、総理が広いオプションの中から、具体化

する案件を選択できるように、総合規制改革会議において意欲的、革新的な案を

検討していかけることを、私どもとしては期待をしたいと思っております。 

内閣主導の下で検討が進められるものと考えておりますが、私ども経済産業省

として、積極的に協力をさせていただくという構想でございますので、御検討を

いただきたいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、本議題について自由討論に移りた

いと思いますが、まず、石原大臣の方からよろしいでしょうか。 

（石原臨時議員） 吉川議員の御報告の中にありましたように、総合規制改革会議で
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も、今年はこの経済特区、規制改革特区という手法に全力を挙げていきたい。と

申しますのも、今年のテーマはやはり経済活性化であろうと。勿論、その中で事

後チェック型のルールの整備といったような、これまでの地道な作業というもの

も忘れてはなりませんけれども、片山大臣の報告の中にもありましたように、地

方の意見を十分尊重して、地方から発議されたものを国が地方公共団体をサポー

トするような仕組みをつくっていくということが必要だと思います。 

吉川議員の中の、この構想例の具体案が羅列されておりますけれども、これは

これからの産業というものをインセンティブを与えて、その地域で活性化して、

生産量を上げて、強いて言うならばそこで働いている人が儲かるということだと

思います。 

ただ、私はこういう大きいことも大切だと思いますが、これは全く私見ですけ

れども、景気がいいなって、だれが、どこで判断するかと言ったら、町の活気だ

と思います。町の活気、すなわち盛り場です。盛り場に人がたくさん集まる。タ

クシーの空車がなくなる。こういう身近なことも、実は規制改革特区の発案で、

やろうと思えば可能でありますし、地域社会の中を見て歩くと、繁華街で活性化

している町というのはたくさんあるんです。これは、日本全国あると思います。 

そこでよく言われているのが、カジノ構想ですけれども、これはなかなか大き

な問題ですけれども、もっと身近なことを言うと、例えば風営法の規制緩和なん

ていうことも考えてみる価値がある。そういう細かいことも、実はやってみると、

ああ経済よくなってきたなと思わせるには手っ取り早い。 

現にある町で、地元のＪＣをたきつけておりまして、市長に言ってそういうの

を出させろと、地方の声だったら本当にまじめに取り上げてあげますという話を

しています。これから育つ産業も大切なんですけれども、そういう一般の人も活

性化したと感じるような政策というものを、この規制改革特区ではやっていくこ

とが重要なんではないかという気がしております。 

規制改革会議の方では八代先生が主査になっていただいて、６月末を目途に中

間とりまとめを出させていただきたいと思いますが、地方の声を吸い上げると。

これまでのように、補助金を付けてやって、あなたのところはモデル構想だから

やりなさいという形ではない、逆のものを模索していきたいと考えております。 

以上です。 

（竹中議員） どうぞ、特区について自由に御発言いただきたいと思います。牛尾議

員。 

（牛尾議員） ３つありまして、１つは片山議員から出た、アウトソーシングにおけ

るＩＴ技術の利用でありますが、これは非常に鶏と卵の関係になっておりまして、

東京にしかＩＴ関係の仕事がないから、地方の優秀な人が全部東京に集中してく

るわけです。だから、東京の生産性は高くなってきて、地方の生産性は低くなっ

ている。 

問題は、本当は地方に帰って、地方で仕事がしたい人もいますが、その仕事が

ないんです。まず都道府県がリードをして、開業のシンポジウムみたいなことを
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やって、今度は市町村単位で人を集めて各地でもできるようにする。ＳＯＨＯで

もできるわけですから、例えば鳥取県なんかでも、結構ＩＴ関連の学校の卒業者

がたくさんいて、地元で働きたいと頑張っていますが、我慢できなくてみんな東

京に出てくるわけです。 

だから、その辺のところは、どちらが先かということはありますけれども、ｅ

－ガバメントを機会に地方の県庁所在地が軸となって活性化すれば、これは相当

大きな金額になるし、生産性も高い。それが第１であります。 

第２番目は、この経済特区の話は、これまでの経済財政諮問会議の提案の中で、

一番反応が強いわけです。ただし、内容は十分理解されていません。何かいいこ

とがあるらしいという感じですが、地区によっては特別振興策を期待したり、規

制撤廃ではなくて、一番多いのは経済財政諮問会議で認めてくれれば、自分たち

はやりたいんだという自治体が非常に多い。というのは、これまで中央との関係

は時間が掛かりました。だから、特区で、仮にお金を付けなくても、「それは面

白いからすばらしい」と言ってくれるだけで、スピードアップできるということ

が非常に大きな要因になってくることもあるので、これはやり方によっては、石

原大臣がおっしゃったように、身近なことでもスピードアップして問題が処理で

きれば、非常に重要です。 

経済活性化という点から言って、規制撤廃が非常に難航するものについては、

ここでやはり実例を見せるべきです。今、吉川先生から、「百聞は一見に如かず」

という言葉がありましたが、わかりやすい形で特区の例を見せて、そこへみんな

が見に来るということは、非常に重要な例で、これは地方自治体の責任において

やると同時に、我々の方からもこういう魅力的なメニューがあるぞという情報提

供する必要があるという気はいたします。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。どうぞ。よろしゅうございますでしょうか。 

今の御意見の中にあった点を要約しますと、４点、５点になろうかと思います。

基本的に、この構造改革特区は、やはり経済活性化の有効な戦略であるので、積

極的に検討していくということだと思います。 

平沼大臣は切り札になり得るとおっしゃいましたけれども、積極的に取り組む

というのが第１の点だと思います。 

第２は、やはり地方の意見を尊重して、自主性に依存しなければいけないとい

うことだと思います。財政のばらまきではなくて、自主性に依存した、地方の意

見に根差したものというのが第２点。 

第３点目が、これは総理及び各大臣の政治的リーダーシップが必要であるとい

う点であったと思います。 

第４点目は、これは活性化の 終報告の中に取り入れるに当たっては、総合規

制改革会議での検討、これは八代委員会が６月中旬ということでありますから、

そこときちっと連携すると。 

このような点が重要な御指摘であったかと思います。 

片山大臣。 
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（片山議員） この経済特区、規制改革特区、基本的には賛成ですが、ある程度思い

切った規制改革を実験としてやらないと効果はないですね。ところが余りやると、

一国二制度になるのですね。そこの兼ね合いですね。必ず議論としては公平でな

いとか、何とかという議論が出てくる。そこの兼ね合いをどうするかというのが

１つ。 

それから、是非地方の主導でやってもらいたい。そうでなければいけないので

すけれども、ただ地方の意見を聞き過ぎると、いっぱい出てきますよ。特区だら

けになる。そうなると、余り特区のありがたみや意味がなくなってくる。だから、

そこのところをどうやって絞っていくか、地方の自主性を尊重しながら、地方の

主導でやっていくのですけれど。この特区についてはだれも反対はないと思いま

すけれども、やり方がなかなか難しいと思う。そこのところをしっかりしないと、

今までもいろいろな経験をしてきていますので、それを教訓にする必要があるの

ではなかろうかという気がします。それから風営法より、割り勘でもダメだとい

う官官接待を緩めたらいい。今、地方の盛り場がみんなだめなのは、官官接待等

が厳重過ぎるのです。昔は甘すぎたかも知れないが、今は、必要以上に厳しいの

ではないか。私は、この２つの真ん中がいいだろうと思います。これはなかなか

言いにくい話ですけれども、地方都市はみんなそうなっている。 

（竹中議員） 奥田議員、本間議員の順でお願いします。 

（奥田議員） 今の片山大臣の話は、まさに同感でありまして、官官接待と言われま

したけれども、要するに、公務員倫理規程ですか。 

（片山議員） あと「官民」もできない。 

（奥田議員） 勿論そうです。ですから、あれは絶対、前からいろいろお願いしてい

るんですけれども、やはりやめないと、地方の古い立派な料理屋が全部つぶれて

しまうという話ですね。 

もう一つは、意思の交流と言いますか、「民間と官」、「官と官」、それから

「地方と中央」、そういうものがどうしても表面的になってしまって、腹を割っ

た話ができないということで、あれは制度としてはいいんだけれども、実行する

に当たっての程度の問題というのがあって、その点この前官房長官がどこかでお

話したときに、それは手の緩め方と言いますか、やり方の問題だということを言

われましたけれども、そういう形で何かうまくあれは処理をしていかないと、も

うますますみんなが財政的にも逼迫するし、気分的にもものすごく逼迫すると思

います。だから、閉塞感と言っているけれども、事実やはり閉塞感があると思う

んです。だから、是非そういう点はできればお願いしたいと思っています。 

（片山議員） あれは利害関係人は飲んだらいけないというのが、よく判らない。利

害関係人こそ経費を負担し合って飲むべきです。コミュニケーションが必要なの

は利害関係人だからです。関係ない者とは必要ないけれども。 

（竹中議員） 本間議員、どうぞ。 

（本間議員） ちょっと話題をそらしてしまうような、盛り上がりをそぐような話に

なりますけれども、私は地方におりまして、いろいろ地方自治体等の関係者とも

 10




平成 14 年第 11 回 議事録 

お話をする機会があります。地方がいろいろタマを出す、そういうような試みと

いうのは、90年代いろいろあったわけですけれども、これを実行しようとすると

霞が関の関連の役所に全部行って、１つでもノーというような話になると、前に

進んでいかないということが非常にあるわけです。 

それは規制の問題なのか、運用の問題なのか、あるいは単にリスクテークがで

きないためのものなのか、そこははっきりしていないわけでありまして、そこが

本当に活気ある地方行政の展開にとって制約になっている、金の問題だけじゃな

いという部分があるわけです。 

そこで、この特区というのはそれをブレイクスルーするということなんですけ

れども、是非横断的に国で、地方がこういうことをやってみたいといったときに、

窓口をつくっていただいて、それを関係省庁が垂直的な関係の中で議論するので

はなくて、水平的な関係の中でこれを議論するような仕組みをつくっていただき

たい。これは、国が上から地方に対するコントロールという部分で、そのときに

無理をしてやったら、後から石が飛んでくるなんていうのは、ここだけの話であ

りますけれども、もう十分にあるわけでありまして、そういう自己規制が地方の

活力を奪っているというところがございますので、是非そこの担当の部署をつく

っていただいて、これを推進する、国がリードしてやっていく部分もございます

から、是非仕掛けをつくっていただきたいというのが私の要望であります。 

（竹中議員） やり方が大事だという御指摘がありましたけれども、そのやり方も含

めて是非議論したいと思います。 

この経済活性化の議論は、後でまた進め方は御相談しますけれども、次回これ

までの議論の中間的な整理を行いたいと思っておりますので、御指摘のような難

しい点もありますけれども、是非具体的な姿に近づけていきたいと思っておりま

す。どうぞ。 

（奥田議員） ちょっと別添の構想例の中に、これは当然これから入るんでしょうけ

れども、レジャーの関係とか、今、石原大臣からカジノというような話もありま

したけれども、ああいうものは当然入れるべきだと思います。 

特にカジノ構想というのは、お台場とか言っているけれども、私はお台場には

要らないんで、やはり四国とか沖縄とか、ああいう橋も使われなくて、人が行か

ないようなところにカジノをつくれば、橋が使われ、例えば本四架橋も民営化す

るところが出てくると思うんですけれども、そういうようなところも観点に入れ

て、観光、レジャーというのはひとつ考えてもらった方がいいと思います。 

（小泉議長） 特区だから、特定の地域にまず具体例を示さないとな、１つでも手を

挙げるところをね。 

（本間議員） 日本では、カジノとか賭博というのが、原則的に禁止されてるような

雰囲気があるわけですけれども、駅前に全国的にカジノがあるわけでありまして、

官制賭博はいいけれども、民間が主体の賭博はいけないというのは、規制緩和の

方向からするとやはり問題がある。事後的な問題についてどのようにきちんとこ

れを制御していくかという問題は十分あると思いますけれども、是非そういうよ
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うな観点から幅広く議論をしていただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、今の議論を参考にさせていただきます。 

今日、政策金融の話をする予定でありますが、その前に１点、昨日の総合科学

技術会議におきまして、２月12日の諮問会議で有識者議員より提起されました、

プロジェクト「動け！日本」が、振興調整費の緊急調査研究の指定を受けました

ので、参考までに資料を席上に配布しております。この推進も大変重要でありま

すで、よろしくお願いしたいと思います。 

○政策金融について

それでは、政策金融でありますけれども、これは本間議員の方から御説明をお

願いいたします。 

（本間議員） それでは、民間議員は、政策金融の在り方に関してこれまで勉強して

まいりました。その今日までの勉強を踏まえて、論点について私の方から説明を

させていただきます。 

公的金融の対象分野、規模、組織というものは、基本的に見直していくという

スタンスの中で議論をすべきだという確認をいたしております。 

その際に、勿論いろいろ御意見がございましたとおり、金融状況も含めて、経

済状況の中でどのように配慮するかということは、差し当たっての問題としてあ

るわけですけれども、その場合でも移行工程というのは明確にしていく必要があ

るだろうということであります。 

そもそも公的金融というものが正当化されてきた背景というのは、資本市場が

非常に未成熟で、かつ過少貯蓄の時代に、公共投資も含めてどのように資源を誘

導するかということで、定着をしてきたのがこの公的金融であります。 

発展途上国においては、この手法というものがかなり定着をしているわけです

けれども、先進国化をしていく段階の中で、この公的金融というものが、分野、

規模、組織全体の中で見直しされてきたというのは、これは欧米諸国における一

般的な傾向であります。その点で、今はまさに経済社会が構造変化をしておりま

すから、しかも金融市場がかなり普遍的に発達をし、我が国の金融の状況という

のは過剰貯蓄で、その運用先がないと言われるほどの状況にあるときに、果たし

て公的金融がこのままでいいかどうかということは、これは十分に検討をしなけ

ればならないところだという具合に思います。 

公的金融の根拠、これは引き受け困難なハイリスクや情報の偏在という、いわ

ゆる市場の失敗にどのように対応するか、あるいは所得保障的な問題も含めて、

ナショナル・ミニマム等により、どのような形でこれを活用するかということが

指摘されてきたわけでありますけれども、現在では公的金融の大きな問題点は、

金融市場全体における金利機能、資金配分機能というものを阻害している可能性

があるということであります。 

例示をいたしますと、例えばいわゆる消費者金融と一般の都市銀行、あるいは

地方銀行等が貸し出す、その間の金利体系がすぽっと抜け落ちている。３％から
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恐らく10％強の範囲の中で、ビジネスの芽を生み出すような可能性がある、ある

いはリスクが取れるような状況の中でそれが活用されていれば、金利あるいは配

当等の民間活動における収益機会の拡大と併せて、十分に機能できるような部分

がある。公的金融の存在によって、言わば民業圧迫という形で、資金が公的部門

の中でリサイクルするという状況が基本的に大きな問題であろうと思いますし、

そのことが資金配分を歪めているという部分も否定できないという具合に考えて

おります。 

そういう状況から考えますと、本来民間金融が果たすべき機能を、今後どうい

う形で強化をしていくかということと併せて、公的金融の役割というものを考察

していく必要があろうかという具合に考えます。 

第２番目の問題、政策手段の選択の問題であります。これは、政策的に公的金

融というものが必要であるという具合に位置づけたとしましても、代替的な手段、

例えば補助金と公的金融のうち、掛けた公的な財源に対して、政策目標の達成度

という意味でどちらがチープか、効率的かというような観点から、この公的金融

の問題というものを全体として整理していく必要があるということであります。 

例えば、住宅取得促進のときに、所得税制上の優遇措置でこれを補強するのか、

あるいは公庫を通じての公的金融の補助金等を含めた形でやるのかということは、

これは同じ目標を達成するためにどちらが効率的かというような選択肢というも

のは、十分考えなければならないということであります。 

もう１つは、公的金融の中におきましても、直貸しでやるのか、証券化でやる

のか、保証でやるのか、利子補給でやるのか、こういうような問題を政策目標と

照らして、将来性や発展性も含めて検討をすべきだろうと思いますし、そのこと

が民間金融の活性化という観点で、どういう意味を持つかということも、きちん

と精査をしながら議論を進めていかなければならないという具合に考えておりま

す。 

３番目は、公的金融の効果及びコストの評価の問題であります。これは、財政

資金が一般会計との関係の中で、補助金を含めて、組織の維持のコストも含めて

連動しているということもございまして、なかなか政策効果やコストの評価とい

うものが難しいという技術的な側面もあるわけでありますけれども、今後はこれ

を再検討していく中で、積極的にこのような政策評価の手法についても検討を進

めていくべきだろうと思います。 

従来は、政府の部門の中でガバナンスやモニタリング機能というものが、閉鎖

的な形で行われてきたという面も否めないと思いますので、この辺のところをど

ういう形でモニタリングやガバナンスというものを仕組んでいくかということも、

重要な論点になってこようかと思います。 

以上の一般的な問題を十分に精査した上で、これまで指摘されております、現

下の金融状況、景気動向というものに対して、公的金融の役割というものを暫定

的に、どのような形で整理するのかという問題。更には、今後のあるべき姿につ

いて具体的に、それぞれの金融機関の個別的な内容も含めて精査をしていくこと

 13




平成 14 年第 11 回 議事録 


が必要なのだろうという具合に考えております。 

そして、これから考えますと、この公的金融の役割というのは、既存の枠組み

の中で考えられているわけでありますけれども、借手側からしますと、今の枠組

みでいいかどうかというような問題、あるいは国家戦略としての金融の構築の問

題等も含めて、広い視野の中で21世紀型の公的金融の役割というものが、ニーズ

としてどのようなものであり得るかということも検討すべきだろうと思います。 

こういうような検討を踏まえた上で、できるだけ早期に政策金融８機関の今後

のありようについても、具体的な議論というものを深めていく必要性があろうか

と思います。以上であります。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 民間議員の御提案には、私ども基本的には賛成でございます。この機

会に民間金融と公的金融のそれぞれの合理的な在り方、両者の関係について、根

本的にもう一回よく議論することが必要だと思っています。 

それから、借手側のニーズを把握することは大切だという御指摘、私はそのと

おりだと思っておりまして、これは是非やらなければいけないと思います。 

実際に公的金融機関を所管している立場として言わせていただくと、現下の金

融経済関係、とりわけ金融システムの実情をよく踏まえる必要が私はあると思い

ます。 

確かに銀行までは資金が下りておりますけれども、それが下に下りていない。

ですから、実際に日本経済の基盤を支えてくれている中小企業者が非常に厳しい

状況になっている。そういう中で公的金融機関に期待をしているという面が非常

に大きいわけですから、ですから、実情を踏まえないで現実から離れた議論に終

始しますと、そういった現実というものをくみ取れない間違った方向に行く可能

性もありますので、今後の展望とあるべき公的金融の姿に向けた実現可能な道筋

を検討していく。大筋で私は賛成でございます。 

（石原臨時議員） この問題は昨年、特殊法人の整理合理化計画の中で、特に中小企

業金融が機能不全に陥って、それに代替する機能として政策金融機関が大きな役

割を担っているということで、経済財政諮問会議で御検討いただくというふうに

整理をさせていただいた問題であります。 

しかし、経済財政諮問会議で方向性を示す以上は抜本的にどういう方向を目指

すのかという 終ゴールは是非明示をしていただきたいと思います。これも全く

私見でありますが、やはり総与信が八百数十兆円の中で、政府系金融９機関、プ

ラス20くらいの特殊法人が融資業務等々をやっていて、その融資残高が二百兆円

にならんとしている。比率で言いますと、22～23 ％ある。こんな国は世界中、き

っと中国とキューバ以外ないんじゃないでしょうか。 

やはり住宅金融公庫の廃止ということを総理の御英断で決めたことによって何

が起こったか。民間金融機関が30年の固定ローンを現に商品として出しましたし、

ある金融機関は１％の金利で、住宅促進の税制がありますので、１％控除されま

すから、３年間は金利を払わないで住宅が買える。こういうものが出てきた。か
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くいう私も住宅ローンを乗り替えたんですけれども、なかなか手数料とかを考え

ると、住宅ローンを替えようと思っていても、付き合いもあるしでできなかった

んですか、こういう大きな改革が起こって決断した人は多いんです。支店に行っ

てみたらすごい人込みでした。 

そういうことを考えると、やはりどうするんだということを明示すると、世の

中は大きく動くということは、道路公団改革を見ても明らかですし、住宅金融公

庫の廃止を見ても明らかだと思っております。 

その点について、明示をしていただく道筋も併せて御提示いただければと考え

ております。 

（塩川議員） 私はこの問題で一番大事なのは、一番 初に書いてある「移行工程を

明確にする」、この１点にあると思うんです。この移行工程の中でそれぞれの問

題、つまり規模だとか組織だとか対象分野というものは決めていかれると思うん

です。 

先ほど、平沼さんも石原さんも言っているように、現在の金融機関の中で、相

当矛盾があることは事実です。しかしながら、現代のような市中銀行が一律的に

同じ顔をしたような営業をしている以上は、中小企業向け、あるいは住宅向けと

いう特化した金融、特化した営業は金融機関でもできにくいと思うんです。 

ですから、これと併せて民間の金融機関がそのようにもっていける方法。例え

ば信用金庫などは中小企業を対象にやれるというならば、貸倒引当金を思い切り

見てやると。そしてまた、その貸倒金に対する税制上の措置をしてやるとかして、

この金融機関は中小企業専門なんだよということをやりやすくしてやる。 

あるいは、先端産業に対する設備投資をしたものに対しては、それにはどうい

うものを付けるとかいう、市中銀行の対応も併せてやっていかないと、公的金融

機関の特化ができにくいと思うんです。 

ですから、今あわててこれをやっていこうとするならば、大変な混乱が起こる

と思うから、これは大きい国家戦略なんです。ですから、例えば財投資金、あれ

が７年後になるとゼロになりますね。あの時期までにそれぞれの政策金融機関を

整理していくとか、あるいは特化していくものは特化させていく。あるいは民間

に開放するものはしていくと。これも一つのけじめとして、そこに至るまでの民

間金融機関と公的金融機関との並行した審議をしてもらって結論づけてもらうと。

そうすればいいのではないか。 

そうしますと、財政資金の使い型も同時にスケジュールの中に入れなければな

らないと思うんです。民間金融機関が財政資金を使えないということで、官がい

つまでも使っているというわけにいかないと思うんです。そういうことも併せて

の作業になってくると思いますので、総合的にやっていただく。そのための移行

工程を明確にしてもらいたいということです。 

（速水議員） 公的金融についての考え方ですけれども、この問題を含め、構造改革

というのは、民間にできることは民間に委ねるというのが大原則の１つだと思い

ます。政府系金融機関の在り方というのは、やはり見直していかないといけない
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と思います。取り上げられるべき論点という点では、さっきの民間の有識者議員

のまとめられた論点は非常に私は評価します。 

今後どうやって取り組んでいくか、公的金融の見直しについては、長い目で見

て経済活性化にも寄与するということは確かだと思います。今後、有識者議員の

論点整理に沿って検討を進めて、将来を見据えた改革の道筋を明確にすべきだと

思います。 

数字を言わせていただきますと、政府系金融機関の貸出残高というのは９行庫

で約170 兆円あります。民間は貸出全部入れて約570 兆円。今の四大銀行は１行平

均で約63兆円です。 

住宅金融公庫は74兆円、これは見直しの方向が決まりましたけれども、公営公

庫とか国際協力銀行とか日本政策投資銀行とか、これはいずれも20兆円前後なん

です。これはどこへ貸しているかというと、電力、ＪＲ、鉄道といった大企業に

も多く貸しています。それはやはり民間が貸すべきところだと思うんです。ＪＲ 

などが国有であったときにはそれでよかったのかもしれませんけれども、多いと

ころへは１兆円とか、数千億円という貸出を出しているんです。こういうのはい

つまでもこのまま放っておいたら、資本主義経済というのはおかしなことになる

と思います。先進国はそんなことやっていませんからね。サッチャーでもレーガ

ンでもこういうことを民営化していって成功されたんです。やはり郵貯の問題も

あるし、中小企業の問題は考えなければいけないことは私もそう思いますけれど

も、民間の銀行が今、借入れの需要がなくて困っているときに、こういういいと

ころへ貸したくてしようがないだろうと思うんですけれど、それをどういう形で

もっていくか。リファイナンスするのか、保証にするのか、どう移行させていく

のか。その辺の方向を決めて変えていくことを、今、ここでも決めて、何年掛か

るかわかりませんけれども、実行すべきではないかと思います。そうすれば、民

間銀行の金融仲介の活性化や、社債市場の拡大につながるだろうと思います。 

官僚の方々には怒られるかもしれないんですけれども、これはやはり日本に残

っている極めて異常な金融組織だと思います。 

（片山議員） 戦後の経済復興、経済発展の中で、公的金融、政策金融が肥大してい

ったのは事実です。しかも、統一的な方針が余りなくて、そのときの力関係、状

況によってできていったと思います。しかし、そういう中で、民間の方はそれに

安んじて、縮こまったわけじゃありませんけれども、一種の安定的住み分けにな

ってきたのです。それが異常というのは、御指摘のとおりかもしれませんが、こ

こでそれでは、政策金融、公的金融が全部引いたときに、民間が全部賄えるかど

うか。勿論、整理はしなきゃいけませんけれども。民間金融が全部引受けるだけ

安定しているのかどうか。そこの整理をしっかりしていただいて、民間でやれる

ものは全部やってもらえばいいと思います。やれないものは、どう考えるかです。 

しかも、その移行を財務大臣も言われましたけれども、何時から始めてどのく

らい時間をかけてやるかというところで、ある程度国民的なコンセンサスが要る

のじゃないでしょうかね。皆さん不安を持っている向きもあるんで、そこのとこ
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ろは私は気になるわけであります。 

（牛尾議員） 皆言い尽くされたと思いますが、いわゆる民業を補完するという意味

でこういう非常に緊急事態のときに補完的な機能を重視することはやぶさかでは

ありませんけれども、基本的には民業を圧迫するものは全部やめてもらわないと

困るというのが大勢だと思います。 

民業は補完しているけれども、民業の圧迫が続くようなものはどこかで退陣し

ないといけない。「補完と圧迫」という二面性があるわけですけれども、やはり

３、４年後には民業を補完するものは残っていいけれども、圧迫するものは市場

から退場するべきだと私は思います。 

（塩川議員） アイデアを出してもらって、非常に有益な会議だと思うんですが、私

が非常に心配していますのは、今、世間も、外国も、各政党、自民党も全部入れ

ましてね。経済政策をどうするのかということを非常に大きい関心を持っていま

す。それに対して内閣としては、経済財政諮問会議で方針を打ち出すと言ってい

る。方針も出てまいりました。「骨太の方針」も出たし、「改革と展望」も出て

まいりました。しかし、今度総理がサミットに行かれるのは６月中旬ですね。そ

のときにやはり新しい発展計画というものを総理がちゃんとしたものを持ってい

なければいけないんじゃないでしょうか。私はこれはサミットに行ったら相当総

理は、日本の経済どうなっているんだということをやられるか。もしやられない

としたら、全く無視されてしまっています。 

そういう状況であるのに、６月の中ごろまでに経済の基本的なものではなくて

も、発展的なものを何か考えなければ、そのためには税制中心として考えるとい

うことで来ました。それをどうするんですか。私はこれからの日程をどうするの

か考えてもらいたい。それには、まず平沼さんが行っているような先導的な経済

活性化のための産業を育成する方法をどうするか。「動け！日本」をどう具体化

していくかということです。これはアイデアとして出たんですね。政策としてど

うするのかということなんです。 

それから、15年度以降の財政規模をどうするのか。これは必ず問題になってき

ます。そういう意味で、やはり30兆円の問題も絡んできましょうから、それに伴

うところの減税をどうするのかということなんです。 

そこで私は、お伺いしたいのは、この諮問会議というのは、役割は一体何なの

かということをはっきりしておいてもらいたいと思うんです。基本的な方針を決

めるということとと、それから政策の方向を決めるということとであって、具体

的なものを下ろしていくというならば、例えば「動け！日本」が決められたら、

これを関係省庁にすぐに総理指示、あるいは諮問会議指示として下ろしてもらわ

ないと、宙ぶらりんになって、アイデアは聞きました、結構ですなというだけで

はちっとも動いてこない。せっかくいいアイデアが出ているんだから、下ろして

いくということをやってもらわないと、例えば減税の問題についても、どの程度

の規模を、どのような優先的な分野に振り向けるのかというのは、各省がいらい

らしてやっておるんですが、基本方針は決まらないものだから全然動かない。そ
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れが６月までにどうなるのか、私は全然見当が付かないと思うんです。 

したがって、諮問会議で、これこれの問題は下へ下ろすということをやって、

これは総理指示でもいいから、下ろして、どんどん具体化していかないと、何に

も出てこないと思います。 

例えば、経済産業省、あるいは文科省、国交省など、いろんなやりたいことを

言ってきていますけれども、これなどでも、概算要求のときにがちゃがちゃと出

てくる程度であって、これは政策としてまとまるんでしょうか。私はそれが非常

に心配です。 

ですから、概算要求に至るまでの政策的な方向をきちっと示していかなければ

ならない。それの集大成を６月に決めて、その方針に基づいて概算要求を準備し

ろと、こうなってくるべきだと思うんですが、その日程はどうなんでしょう。も

うすぐ連休ですからね。５月いっぱいで、６月、総理がサミットに行くまでにあ

る程度まとまるんでしょうか。私は非常に日程的に心配しているんですが、どう

なんです。 

（小泉議長） これは私は去年のサミットでも言ったし、今年のサミットでもちゃん

と言います。着実に進んでいるということを。この経済財政諮問会議の役割は非

常に大きかった。現に政策金融自体だって、去年、党の五役と幹部が来たんです。

一指も触れてはいかぬと。総会の総意だと。幹部ががん首そろえてね。全部そう

です。何言っているんだと。背景には、役所が後押しして、その役所のしり馬に

乗って、議員が発言して、総会では全部今の状況から考えたら、一指も触れては

いかぬと言ってきた。 

経済財政諮問会議というのは、中長期的視点に立って、何が望ましいかという

ことを考えて、現在を考えるんだということを忘れて、今、不景気だから、今、

民間金融機関がやっていないから見直してはいかぬ、と言う。全然意識が変わっ

ていなかった。 

道路公団もそう。住宅金融公庫もそうです。「民間じゃできない。廃止などは

とんでもない。」と経済評論家も言っていた。党もそう。ところが違ったでしょ

う。まだ自民党は意識が変わっていない。郵便の民間参入もそうだよ。 

昨日も全国銀行協会の会長に言った。今まで何をしていたんだと。消費者ロー

ンと一般の銀行のローンは10％以上開きがある。民間がやらないから、仕方なく

公的金融機関がやっていたんだと。だから、公的金融ができないことくらい少し

考えたらどうだと言ったんだけれども、今まさに民間金融機関は公共的使命感が

あるという、公共的責任を盾に取って、役所と同じ考えでしたよ。それがやはり

ほかの金融機関以外の民間企業の経営者と違うところだなと。それはやはりやっ

てくれと。同時に、政策金融機関の総裁、理事長を調べてごらん。全部事務次官

経験者です。あきれちゃうよ。役所はそれをなくしたくない。役所はどうしても

維持したいんです。天下り先として。よく調べてごらん。私も調べてみた。全部

事務次官経験者。今の事務次官というのは、事務次官経験者に頭上がらないでし

ょう。あとあと面倒を見ている。廃止などという発想が出るわけがない。 
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特殊法人改革だってそうだった。全部存続理由しか言ってこなかったでしょう。

だから、廃止・民営化を前提として考えろと言って、やっと出てきた。 

だから、この問題も私はいずれ時期が来たら徹底的にやります、人事も含めて。

６月サミットでは、着実に進んでいることを私は言いますから。そして、この経

済財政諮問会議で、これからやっていかなきゃならない。 

（塩川議員） 着実に進んでいるということで、それで今まではそれで皆納得してき

たんだけれども、具体的なものが何が出てきたかということなんだよね。そこが、

総理の説明で、どういう具合に説明できるかということなんです。具体的にどの

ように金融も変わり、それから景気もどのように動いてきているか。動いてきて

いる方向なんですよ。私は具体的な数字が出てこなくても構わないと思うけれど

も、例えばデフレの問題にしても、デフレかこういうことで少しは改善されてき

ているという兆しがあるんだったらいいけれども、全然出てきておらないのに、

そこでは何を対策として出すかということ。総理が改革をやっている、道路公団、

郵政など、私らも一生懸命やっているんだよ。その方向は正しいからやっている

んだけれども、政策金融機関もやめようという方向でやっているんだけれども、

さっきも私が言いましたように、それでは民間が受けてくれる大勢を取って、引

っくり返していかなければいけないということを言っておるんです。 

だけれども、当面の経済の問題なり産業の重点化というものを、ある程度国民

に明示していくという、そこを引っ張っていく、言わば基本問題とか哲学は説明

すればわかるんだけれども、具体的な政策として、どう引っ張っていくかという

ことが、姿として出てきていないということなんです。 

これが１年経って、言われてきているのはここなんで、これをある程度具体的

な政策として出していくべきだと思うんです。 

（小泉議長） ６月を目指して、具体的成果と今後の方向をわかりやすくまとめまし

ょう。 

（塩川議員） それには、総理が今この方向でやれということを指示しなきゃ、会議

で議論したというだけでは、みんな動きにくいんですよ。 

（竹中議員） ６月を目指してとりまとめるという、議長である総理の御指示を我々

は受けていますので、財務大臣、前回片山大臣も御心配しておられましたけれど

も、スケジュール的にちょっときついだろうというのは御指摘の通りで、次回、

連休明けに、これは前回お約束しましたけれども、どのようなスケジュールでと

りまとめするかというのをお出ししますので、そのときまだ御議論をいただきた

いと思います。 

（塩川議員） 竹中さん、予定表を出してくださいよ。 

（竹中議員） それは前回お約束しましたように、連休明けで出しますので、よろし

くお願いいたします。 

別の閣僚会議がありますので、これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

（以 上） 
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