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平成 14年第 11 回経済財政諮問会議議事要旨 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事が紹介されるとともに、石原臨時議員の紹介

があった。 

 

○経済の活性化戦略について 

（竹中議員） 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

ているので御報告をお願いする。 

（片山議員） 前回、地方自治体におけるアウトソーシングが話題になったので、若干説

明させていただく。 
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    まず「地方自治体におけるアウトソーシング」について。 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をつくり、それに基づいて地方自

治体に行革を進めてもらっており、 近では平成９年に指針を出した。それに基づき、

それぞれの行革大綱の見直しをしてもらった。 

    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、行政評価システム

の導入など新たな行政改革手法に向けて積極的に取り組んでいる。 

    ラスパイレス指数は、給与水準を表わす指数だが、平成 13 年４月現在、全国平均

は 100.5 であり、ほぼ国家公務員と同じ。これは 27年間連続の減である。全団体の

75.9％が 100 未満で、国家公務員より低い。組織・機構の数、特に都道府県の部局

の数は、平成９年の 379から平成 13年は 352と 27減っている。 

    そういう中で、アウトソーシングが地方行革の大きな目玉となっている。それぞれ

の団体で工夫して、いろんなことをやっている。例えば都道府県では、庁舎の清掃業

務は 100 ％、道路の維持補修は 89％、公立学校の給食業は 79％がアウトソーシング

であり、市町村では、一般ごみ収集の 77％、し尿収集の 76％、水道メーター検針業

務の 75％がアウトソーシングされている。 

    次に、２ページ目に移る。独立行政法人制度が国にできたが、地方でも必要ではな

いかという議論があり、平成 12年 12月の行政改革大綱で、地方独立行政法人制度を

検討したらどうかという御提言をいただいた。現在、総務省の中に研究会を設置し検

討中であり、いい検討結果が出れば制度化を図りたい。 

    アウトソーシングの進め方については、行政の事務事業の簡素化につながり、行政

改革の大きな推進力になる。また、民間活力が活用でき民間ビジネスが活性化する、

といったメリットがあるが、やり方によっては問題もある。 

    総論としては、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一層推進することが肝要

である。 

    そういう中で、３ページの「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」を推進したい。特に、自治体の申請・届出等手続をオンライン化する際に、共

同化を伴うアウトソーシングを積極的に活用するという考え方である。 

    まず、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につ

いて、各都道府県と連携しながら、複数の市町村が共同してシステムを開発し、実施

については地元ＩＴ企業を中心とした事業者へのアウトソーシングをする。また、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も、汎用性

のあるものについては、もう少し先になる可能性があるが、共同化を伴うアウトソー

シングを進める。 

    続いて資料の４ページ目。データセンターをつくり、その運営等を地元ＩＴ企業を

中心にやってもらう。更に、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・訓練等についても地元で引

受け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、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も需要を起こす。 

    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。 

    次に課題と対策について４点。利用期間を総合すると、コスト高になる場合もある

ので、定期的に行政コストの検証を行う。 
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    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

の確保が必要なので、不正アクセスの監視をはじめとするセキュリティ対策を徹底す

る。できればアウトソーシングで行う。 

    外部の第三者による評価・監査等を積極的に活用する。 

    アウトソーシング先の選定については、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。 

    次に５ページ目。地方自治体に窓口業務と内部管理的な業務がある。まず、窓口業

務について、共同化・アウトソーシングを図る。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。データセンターをつくり、この設置・運営は地元のＩＴ企業

にやってもらう。関連する地元企業で、通信サービス、ネットワークの保守管理、メ

ンテナンス、物流も行う。一方、セキュリティの確保のために、セキュリティ遠隔監

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、あるいは会計士事務所、税理士事務所がある。 

    そこで問題は、こういうことを進める場合に、これを引受ける企業が地方にはなく、

ほとんどが東京にあるということ。６割は東京、東京周辺で７割、実際には８割ぐら

いだと言われる。やりたいという若い人がたくさん出てきているが、それをどうまと

めていくか。地方でやらせるために、応援する仕組みを考えなければいけない。そう

いうことによって、新しい仕事を地方に増やす、また、今ある企業をもっと活性化し

てもらうことが必要。それによって人材を呼び返したり、誘致したりして、人づくり

による地域づくりにつなげていくことが経済の活性化ではないかと思う。このように、

アウトソーシングを１つのてこにして、仕事づくりや人づくりを進めたいというのが

１点。 

    また、共同化によって合併を促進したい。システムの開発を一緒にやり、運用もア

ウトソーシングでやるので、合併の促進効果があるのではないかと思う。これを政策

として打ち出したらどうか。経済効果はフロントオフィス関係だけで 6,000 億円ぐ

らいあると思う。バックオフィス関係まで入れると倍ぐらいではないか。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る。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。 

（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。 

    それでは、吉川議員お願いします。 

（吉川議員） 「構造改革特区について」。私どもは、構造改革特区を設けたらどうかと

提案している。まず、構造改革特区の意義について。経済活性化のためには、規制改

革が重要だが、総合規制改革会議で鋭意進められており、その取組みを一層加速化す

る１つの手段として特区があり得るのではないかと思う。特区は、全体の規制改革を

進めるための１つの仕掛けとして意味がある。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ことでは本末転倒になる。あくまでも特区は、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。これが特区の意義である。 

    ２枚目の２に、特区というのは具体的にどういうことかを記載している。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。更に、産業集積等地域の活性

化のために、それぞれの地域に応じてさまざまな支援措置を行う。 

    特区の意義は、「百聞は一見に如かず」という言葉があるが、そうした意味がある

と我々は考えている。つまり、こうした規制改革をするといいと言葉で言ってもなか

なか説得されない人もいる。その際、実際に一部分でも実験的にやってみて、なるほ
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どいいということであれば納得されるのではないか。 

    次に、３．「構造改革特区の実現に向けて」。構造改革特区を進める上で、３つのポ

イントがある。 

    １つ目は、特区は地方のイニシアチブで進めること。そもそも「骨太の方針」でも

「個性ある地域の発展」あるいは「知恵と工夫の競争による活性化」という考えを述

べており、知恵、アイデアは草の根にあるのであって、中央から指令を出すのではな

く、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ある。 

    ２つ目は、できるものからできるだけ早くやる。法律改正が必要なく、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などは早くやることが可能

だと思う。できるところからできるだけ早くやっていただきたいということ。 

    ３つ目は、特区実現に向けては、国と地方、あるいは各省庁間の調整が当然あると

思うが、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。 

    後に、「４.推進にあたっての留意点」について。特区の事前的な評価は勿論、事

後的な評価もきちんとやる。あるいは、財政改革との関係では、何でもありのばらま

き型といったものになってはいけない。また、当然、法律的検討も必要なのできちん

とやるということ。 

    別添では、幾つかの構想例を記載している。既に幾つかの自治体がアイデアを出さ

れたということだと思う。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、農企業創生特区、自然ふれあい体験

特区といっ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り、先ほ

ど述べたような考え方で、特区を規制改革を推進する上での１つの仕掛けとしてやっ

てみたらどうかという提案である。 

（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たということ

でよろしいですね。 

（吉川議員） はい。 

（竹中議員） ありがとうございます。では、引き続いて平沼大臣お願いします。 

（平沼議員） お手元の資料「『規制改革特区』構想について」。規制改革特区については、

産業競争力戦略会議の場でも、民間企業の反響が非常に大きく、ある意味で経済活性

化策の切り札となると思う。民間議員の御報告にもあったが、具体的な例として、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

特区、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、教育特区も考え

られる。また、民間資本や優秀な外国人医師を招いて、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や、農業に着目して例えば民間の企業のコンセプト

を入れた、ブランド農業特区ということも考えており、さまざまな具体的特区が考え

られる。 

    規制改革特区を真の構造改革につなげるためには、２．に掲げた(1)官から民へ、

(2)内閣主導、(3)地方主導が基本となる。「総論賛成、各論反対」を封じ込めること

がポイントで、そのためには、ボトムアップでなく、総理のリーダーシップの下で内

閣主導で進めることが必要。 

    規制改革特区の目的として、先ほどの民間議員の報告と同様に、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したり、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すること。あるいは、民間発・地方発アイデア

を短期に統合、開発し、そのための「実験場」、ショーウィンドーみたいなものを提
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供する。あるいは、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といったことがある。 

    具体的には法律論とか制度論から入るのではなく、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決であって、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、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、

総合規制改革会議において意欲的、革新的な案を検討することを期待している。 内

閣主導の下で検討が進むと考えているが、経済産業省として、積極的に協力をさせて

いただく。御検討をいただきたい。 

（竹中議員） 本議題について自由討論に移りたい。石原大臣どうぞ。 

（石原臨時議員） 吉川議員の報告にもあったが、総合規制改革会議でも、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取組みたい。今年のテーマはやはり

経済活性化であり、その中で事後チェック型のルールの整備も、もちろん忘れてはな

らないが、片山大臣の報告にもあったように、地方の意見を十分尊重し、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仕組みをつくっていくことが必要。

吉川議員の報告で、構想例の具体案が挙げられているが、これからの産業にインセン

ティブを与える、地域を活性化する、生産量を上げる、強いて言うならそこで働いて

いる人が儲かるようにするということだと思う。 

    人々が景気の良し悪しをどこで判断するかと言えば、それは町の活気だと思う。町

の活気は、例えば盛り場に人がたくさん集まる、タクシーが空車がなくなるといった

身近なことを通じて感じるのではないか。そこで、例えば「カジノ構想」といったも

のもある。これからの産業を育てるということも大切であるが、一般の人々に経済が

良くなってきたな、活性化してきたなと感じてもらうような政策をこの規制改革特区

でやっていくことも重要なことではないか。 

    規制改革会議の方では八代先生が主査になって、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。地方の声を吸い上げる。これまでのように、補助金を付けて、

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、その逆を模索して

いきたい。 

（竹中議員） 特区について自由に御発言いただきたい。牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） ３つあって、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

術の利用だが、これは鶏と卵の関係で、東京にしかＩＴ関係の仕事がないから、地方

の優秀な人が東京に集中してくる。だから、東京の生産性は高く、地方の生産性は低

い。本当は、地方に帰って仕事がしたい人もいるが、適当な仕事がない。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。例えば鳥取県でも、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るが、我慢

できなくて東京に出てくる。その辺のところは、どちらが先かということはあるが、

ｅ－ガバメントを機会に、地方の県庁所在地を軸に活性化すれば、これは相当大きな

金額になるし、生産性も高い。 

    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。ただし、内容は十分理解されておらず、何かいいことがあるらしいとい

う感じだが、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、経済財

政諮問会議で認めてくれれば、自分達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かかった。だから、特区によって、仮にお
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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

アップできることが非常に大きい。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で問題が処理できれば、非常に重要だ。 

    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だ。吉川議員から、「百聞は一見に如かず」という言葉が

あったが、わかりやすい形で特区の例を見せて、そこへ皆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を提供する必要がある。 

（竹中議員） 今までの意見を要約する。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。平沼大臣は「切り札になり得る」

とおっしゃったが、積極的に取組むというのが第１の点。 

    第２は、やはり地方の意見を尊重して、地方の自主性に任せなければいけない。財

政のばらまきでなく、地方の意見に根差したものであるべきということ。 

    第３に、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。 

    第４に、活性化の 終報告をまとめるに当たっては、総合規制改革会議での検討を

踏まえ、同会議ときちっと連携する。これらが重要ということ。片山大臣どうぞ。 

（片山議員） この経済特区、規制改革特区には基本的には賛成だが、ある程度思い切っ

たことを実験としてやらないと効果はない。ところがやりすぎると、「一国二制度」

になり、必ず、公平でないという議論が出てくる。その兼ね合いをどうするか。 

    それから、是非、地方の主導でやってもらいたいが、地方の意見を聞き過ぎると、

いっぱい出てきて、特区だらけになる。そうなると、特区のありがたみや意味がなく

なってくる。そこをどう絞っていくか。特区については誰も反対はないと思うがやり

方がなかなか難しい。それから、割り勘までダメだという官官接待等の規制を緩めて

はどうか。今、地方の盛り場が皆だめなのは、官官接待等の規制が厳重過ぎるからだ

と思う。 

（竹中議員） 奥田議員、本間議員。 

（奥田議員） 今の片山大臣の話は、まさに同感で、「官官接待」と言われたが、公務員

倫理規程の問題か。 

（片山議員） 「官民」もできない。 

（奥田議員） それに関して、前からいろいろお願いしている。今は、地方の古い立派な

料理屋がつぶれている。それに、「民間と官」、「官と官」、それから「地方と中央」で

意思の交流がどうしても表面的になって、腹を割った話ができない。制度としてはい

いが、実行するに当たっての程度の問題がある。今のままでは、やはり閉塞感がある

と思う。 

（竹中議員） 本間議員どうぞ。 

（本間議員） ちょっと話題がそれるが、私は地方にいて、いろいろ地方自治体の関係者

ともお話をする機会がある。地方がいろいろタマを出す試みは、90 年代いろいろあ

った。これを実行しようとしても、霞が関において、１つでもノーという話になると

前に進んでいかない。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か、はっきりしていない。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。お金の問題だけではない。 

    特区というのはそれをブレイクスルーするということだが、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。今までの経験から地方が自己規制し
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ており、活力が奪われている。是非、担当の部署をつくっていただき、国がリードし

てやっていく部分もあるのだから、これを推進する仕掛けをつくっていただきたい。 

（竹中議員） やり方が大事だという御指摘があったが、そのやり方も含めて是非議論し

たい。経済活性化の議論は、次回、これまでの議論の中間的な整理を行いたい。御指

摘のような難しい点もあり、是非、具体化していきたい。 

（奥田議員） 別添の構想例の中に、当然これから入るだろうが、レジャーの関係とか、

今、大臣からカジノというような話もあったが、そういうものは当然入れるべき。 

    特に「カジノ構想」は、お台場にという話もあるが、私はお台場には要らなくて、

四国とか沖縄とか、橋も使われなくて人が行かない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。そういう観点も入れ

て、観光、レジャーの特区というのも考えてもらった方がいい。 

（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。１つでも手を挙げる

ところにね。 

（本間議員） 日本では、カジノとか賭博が、原則的に禁止されている雰囲気があるが、

今後、全国的に駅前にカジノがあって、官制賭博はいいけれども、民間主体の賭博は

いけないというのは、規制緩和の方向からすると問題がある。事後的な問題について

どのようにこれを制御していくかという問題はあるが、そういうような観点から幅広

く議論をしていただきたい。 

（竹中議員） 今の議論を参考にさせていただく。昨日の総合科学技術会議において、プ

ロジェクト「動け！日本」が、科学技術振興調整費の緊急調査研究の指定を受けた。

この推進も大変重要で、よろしくお願いしたい。 

では、政策金融について本間議員からどうぞ。 

 

○政策金融について 

（本間議員）  政策金融のあり方に関して私どもの意見を説明する。 

    まず、公的金融の対象分野、規模、組織は、基本的に見直していくスタンスで議論

をすべきだという確認をしている。その際、当面の問題として金融状況も含めて、現

下の経済状況にどう配慮するかという問題はあるが、その場合でも移行工程というの

は明確する必要がある。 

    １番目に、経済社会の構造変化を踏まえた民間金融と公的金融の関係。そもそも公

的金融が正当化されてきた背景は、資本市場が未成熟で、かつ過少貯蓄の時代に、公

共投資も含めてどう資源を誘導するかということだ。発展途上国ではこの手法が定着

をしているが、欧米諸国では先進国化の過程で公的金融の分野、規模、組織が見直さ

れてきた。現在、経済社会が構造変化をし、金融市場は普遍的に発達している中で、

我が国の金融は過剰貯蓄の状態になっており、公的金融のあり方については十分な検

討が必要だ。 

    公的金融の根拠は、「引き受け困難なハイリスク」や「情報の偏在」といった市場

の失敗への対応や、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

より説明されてきたが、現在の公的金融の問題点は、金融市場全体における金利機能、

資金配分機能を阻害している可能性にある。例えば、いわゆる消費者金融と都市銀行

等の間で金利体系がすぽっと抜け落ちている部分がある。抜け落ちている３％から

10％強の範囲の中に、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でそれが活用されれば、金利あるいは配当等の民間活動の収益機

会の拡大と併せて、十分に機能できるような部分がある。公的金融においては、資金

が公的部門の中でリサイクルしており、いわば民業圧迫という形で、資金配分を歪め

http://www5.cao.go.jp/keizai2/2002/0423go_nippon/index.html
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ている部分は否定できないと思う。 

この状況から、本来民間金融が果たすべき機能を、今後どう強化するかと併せて、

公的金融の役割を考察していく必要があると思う。 

    ２番目に、政策手段の選択の問題。公的金融が必要と位置づけたとしても、補助金

等の代替的な手段と比べて、政策目標の達成度からどちらがチープか、効率的かとい

う観点から、公的金融を整理していく必要がある。例えば、住宅取得促進では所得税

制上の優遇措置で補強するか、あるいは公的金融で行うのかは、同じ目標を達成する

ためにどちらが効率的かということを十分考えなければならない。また、公的金融の

具体的形態として、直接貸出し、証券化、保証あるいは利子補給でやるか、これも政

策目標と照らし、将来性や発展性も含めて検討をすべきだ。これは民間金融の活性化

という観点で、どういう意味を持つかということも精査をしながら議論を進めていか

なければならない。 

    ３番目に、公的金融の効果及びコストの評価の問題。財政資金と一般会計との関係

は、補助金や組織の維持コストも含めて連動しており、政策効果やコスト評価を行う

のは技術的に難しい側面もあるが、今後は積極的に政策評価の手法についても検討を

進めていくべき。従来は、政府部門の中でガバナンスやモニタリング機能が、閉鎖的

な形で行われてきた面も否めず、そこをどう仕組んでいくかも、重要な論点になる。 

    以上の一般的な問題を十分に精査した上で、現下の金融状況、景気動向の中で、公

的金融の役割を暫定的に、どのような形で整理するのか。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することが必要

だ。その際、借り手側からの視点、あるいは国家戦略として、金融の構築の問題等も

含め、広い視野で 21 世紀型の公的金融の役割や借り手側のニーズを検討すべきだ。 

    この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機関の今後のあり方

の具体的な議論を深めていくことが必要だ。 

（平沼議員）  民間議員の提案には、基本的に賛成。この機会に民間金融と公的金融それ

ぞれの合理的なあり方、両者の関係について、根本的な議論が必要だ。それから、借

手側のニーズを把握するという指摘も重要だと思う。 

    しかし、公的金融機関を所管している立場としては、現下の金融経済関係、とりわ

け金融システムの実情を踏まえる必要がある。銀行まで資金は下りているが、そこか

ら下に下りていない。中小企業者には非常に厳しい状況となっており、公的金融機関

に期待をしている面は非常に大きい。 

そういった実情を踏まえず、現実から離れた議論に終始すると間違った方向に行く

可能性もある。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

ていくことが必要だ。 

（石原臨時議員） この問題について、経済財政諮問会議で方向性を示す以上は、抜本的

な方向や 終ゴールを是非明示していただきたい。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 くらいの特殊法人の融資残高が二百兆円にならん

としており、比率で 22～23％もある。こんな国は少ない。 

    住宅金融公庫の廃止という総理の決断で決めたことによって何が起こったのか。あ

る民間金融機関は 30 年の固定ローンを商品として出し、また、ある金融機関では住

宅促進税制を活用して１％の金利の商品も出した。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。道路公団改革でも住宅

金融公庫の廃止を見ても明らかだ。 

    その点で、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思う。 

（塩川議員） この問題で一番大事なのは、「移行工程を明確にする」、この１点にあると
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思う。規模、組織や対象分野というものはその中で決めていかれると思う。 

    平沼大臣や石原大臣の指摘のとおり、現在の金融機関に相当矛盾があることは事実。

しかし、市中銀行は一律的に同じ顔をして営業をしている以上、中小企業向け、ある

いは住宅向けと特化した金融はできにくいと思う。 

    そのためにも、民間の金融機関のあり方も併せて考えることが必要だ。例えば、信

用金庫などが中小企業を対象にするというならば、貸倒金に対する税制上の措置を行

うなどして特化しやすくする。このように、市中銀行の対応も併せてやらないと、公

的金融機関の特化ができにくいと思う。 

    これを慌てて行えば大きな混乱が起こるので、例えば、財投資金預託金は７年後に

ゼロになるが、その時期までに政策金融機関を整理するとか、特化や民間開放すると

目標を立ててもいいのではないか。これを１つの目安として、そこに至るまでの工程

を民間金融機関と公的金融機関とを併せて審議した上で結論づけてもらうというの

もいいではないか。 

    その中では、当然、財政資金の使い方もスケジュールに入れなければならない。そ

ういうことも併せて総合的にやっていただきたい。 

（速水議員）  公的金融の問題を含め、構造改革は、「民間にできることは民間に委ねる」

というのが大原則。やはり、政府系金融機関のあり方は見直すべきであり、その見直

しは長い目で見て経済活性化にも寄与することは確かだ。今後、有識者議員の論点整

理に沿って検討を進め、将来を見据えた改革の道筋を明確にすべきだと思う。 

政府系金融機関９行庫の融資残高は約 170兆円。公営公庫、国際協力銀行や政策投

資銀行の融資残高はいずれも 20 兆円前後。これらの融資先は電力、ＪＲ、鉄道とい

った大企業も多い。これらはやはり民間が貸すべきところだと思う。こういう状態を

放っておくのはおかしい。先進国はそんなことをやっていない。サッチャーやレーガ

ンもこういうことを民営化して成功した。郵貯の問題や中小企業の問題も考えなけれ

ばいけないと思うが、公的金融のあり方については、方向を決めて変えていくことを

実行すべきだ。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。 

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

たのは事実。しかも、統一的な方針が余りなく、その時の力関係、状況によって決ま

っていったと思う。しかし、その中で民間の方は、一種の安定的な住み分けに安住し

てしまったと思う。それを異常というのはその通りかもしれないが、それでは、政策

金融、公的金融が全部引いたとき、民間が全部賄えるかどうかだ。整理はすべきであ

るが、民間金融が全て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

行い、民間でできるものは全部やってもらえばいいと思う。やれないものをどう考え

るかだ。 

    しかし、その移行過程については、ある程度国民的なコンセンサスが要るのではな

いだろうか。 

（牛尾議員）  今のような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

かではないが、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

のが大勢だと思う。民業を補完しているが、民業の圧迫が続くようなものはやめても

らわないといけない。「補完と圧迫」という二面性があるが、やはり３、４年後には

民業を補完するものは残っても良いが、圧迫するものは市場から退場するべきだと思

う。 

（塩川議員）  後に一言言わせて欲しい。この会議は、非常に有益な会議だと思う。し

かし、世間、外国、各政党も経済政策をどうするのかということに大きな関心を持っ
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ている。それに対し内閣は、経済財政諮問会議で方針を打ち出すと言っている。「骨

太の方針」も出たし、「改革と展望」も出した。しかし、今度のサミットには、新し

い発展的なものを持って行かなければいけないのではないか。サミットでは、日本経

済はどうなっているんだということを聞かれるであろうから。 

    そういう状況であるから、６月の中ごろまでには、経済の基本的な方針だけではな

く、発展的なものも考えなければならない。そのためには、税制をはじめとしてどう

するのか、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、平沼大臣が

言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。例

えば、「動け！日本」を政策としてどう具体化していくかということだ。 

    また、15 年度以降の財政規律をどうするかは、30 兆円の問題も絡んで必ず問題に

なってくる。 

    この会議の役割は、基本的な政策の方針を決めるということであって、決まったら、

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いたい。例え

ば減税の問題についても、６月までに優先的な分野を決めた上で、諮問会議から下へ

下ろすということをやって、どんどん具体化しないといけない。 

    各省庁からは、色んなやりたいことを言ってきているが、概算要求の時に出てくる

だけで直ちに政策としてまとまるのか心配だ。 

    そのためにも概算要求に至るまでの政策的な方向をきちっと示さなければならな

い。その集大成を６月に決めて、その方針に基づいて概算要求の準備をすべきだと思

う。その日程はどうなっているのか。６月のサミットまでに間に合うのか、日程的に

心配している。 

（小泉議長）  着実に進んでいることを、去年のサミットでも言ったし、今年のサミット

でも言う。この経済財政諮問会議の役割は非常に大きい。経済財政諮問会議では、中

長期的視点に立って何が望ましいかを考えて、現在を考える。それを忘れて、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けないというのでは

だめだ。道路公団、住宅金融公庫もそうだ。「民間ではできない。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。まだ意

識が変わっていない。郵便の民間参入もそうだ。 

    昨日も全銀協幹部に言った。今まで何していたんだと。消費者ローンと銀行の利率

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

のだと。だから、公的金融ができないことを少し考えたらどうだと言ったが、公共的

使命感、公共的責任を盾に取って、役所と同じ考えだった。そこは金融機関以外の民

間企業の経営者と違うところだ。同時に、政策金融の総裁、理事長は全部事務次官経

験者だ。役所はどうしても維持したいのだ、天下り先として。今の事務次官は、事務

次官経験者に頭が上がらない。廃止などという発想が出るわけがない。 

    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。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。この問題についても、私

はいずれ時期が来たら決断する。 

それで、６月サミットでは、着実に進んでいることを私は言う。そして、この会議

で、これからやっていかなければならない。 

（塩川議員） 今までは、着実に進んでいるということで皆納得してきたが、具体的なも

ので何が出てきたかということが問題だ。総理がどのように説明できるかということ。

具体的な数字は出てこなくても構わないが、金融がどう変わり、景気がどのように動

いてきているかという方向だ。例えばデフレの問題にしても、デフレが改善されてき

ている兆しがない中で、どのように対応するかということが問題。総理が取組んでい
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る、道路公団、郵政、政策金融機関にしても、方向が正しいから私達も一生懸命やっ

ている。 

    しかし、経済政策や産業政策については、言わば基本問題とか哲学は説明すれば分

かってもらえるが、具体的な施策が姿として見えにくい。１年経って言われているの

はこの点なので、ある程度具体的な施策として出していくべきだ。 

（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よう。 

（塩川議員） それには、総理がこの方向でやれということを指示する必要がある。会議

で議論したというだけでは動きにくい。 

（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

ている。スケジュール的にちょっときついというのは御指摘のとおりだが、次回、と

りまとめに向けてのスケジュールを出しますので、また御議論いただきたい。 

これで終了します。ありがとうございました。 

 

  （以 上） 


