
平成 15 年第 19 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 15 年第 19  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年９月２日(火) 14：00～15:06 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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・金融担当大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 福井 俊彦 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 

若松 謙維 総務副大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)16 年度予算におけるモデル事業、政策群の検討状況について 

(2)構造改革の進捗状況について 

(3)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○「モデル事業」とは 

○平成 16 年度概算要求における「政策群」について 

○16 年度予算編成におけるイノベーションの推進に向けて(有識者議員提出資料) 

○構造改革の進捗状況 

○平沼議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介
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（竹中議員） それでは、ただいまから今年19回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。本日はありがとうございます。 

（プレス退場） 

本日は、16年度予算におけるモデル事業、政策群の検討状況についてまず御審

議をいただいて、その後、構造改革の進捗状況について御審議をいただきたいと

思います。 

なお、本日は片山大臣が海外出張のため欠席でございまして、若松副大臣にお

越しをいただいております。 

○モデル事業、政策群の内容について

（竹中議員） それでは、審議に入ります。前回の諮問会議におきまして、有識者議

員の提出資料を基にモデル事業と政策群の推進についての御審議をいただきまし

た。この１か月、各府省において内閣府とも意見交換を行いながら検討を進めて

きましたけれども、先般の概算要求の提出によりまして、このモデル事業と政策

群とも出そろった。 

そこで、本日はこのモデル事業と政策群の内容等について内閣府で取りまとめ

たものを資料として説明をさせていただき、御審議をいただきたいと思います。 

それでは、事務方から説明させていただきます。 

（中城政策統括官） まずモデル事業について御説明をいたします。お手元に横長で

Ｂ４の「モデル事業とは」という資料がございますので、ご覧いただきたいと思

います。 

モデル事業につきましては、「基本方針2003」で６月に閣議決定されたもので

ございますが、そこにありますように予算編成を改革するための試行事例という

ことでございまして、そのポイントは３つございます。まず１つ目は、予算を使

って何を達成するのか、政策目標を定量的に示すということです。２つ目に、目

標達成のために事業の性格に応じ、弾力的な予算執行を行う。３つ目に、目標が

達成されたかどうか、厳格な事後評価を実施するということで、効率化のために

次の予算編成に反映させるということでございます。こういうことを特徴とした

ものでございます。 

それで、このモデル事業につきましては各省庁からさまざまな事業の提案をい

ただきまして、政策目標や評価手法、予算執行の弾力化等について意見交換を行

ってまいりました。先月末に各省庁からモデル事業として概算要求が行われたと

ころでございますが、各省庁から出てきたものは次のページをご覧いただきます

と、「「モデル事業」に係る概算要求の状況」ということで、９省庁から10事業

について提案が出てまいりました。その資料を見ていただきますと、まず要求省

庁、事業の概要、目標期間、これは１年から３年ということになっております。

それから具体的に達成する政策目標、それから予算執行の弾力化措置としまして

要求の概要というところに、まず国庫債務負担行為や繰越明許費の活用などによ

る複数年度の執行に関するもの、それから目間流用や大括り化といったようなも
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のによる予算科目の弾力化といったものに分かれております。そして、右には16

年度予算要求額が記してございます。 

それで、まず金融庁でございますけれども、有価証券報告書等の電子開示シス

テムに関する事業でありまして、同システムにより開示書類を提出する会社数の

増加等を目標とするものでございます。 

総務省でございますが、申請・届出手続のワンストップ化を進め、電子政府の

総合窓口へのアクセス件数を現行の10倍に増加させること等を目標とするもので

ございます。 

３番目に外務省でございますが、国政選挙の在外投票制度に関して広報活動を

推進し、在外選挙者登録者数を倍増させることを目標とするものであります。 

財務省でございますが、国税の電子申告・納税システムに関する事業であり、

全国で電子申告を可能とするとともに、利用者満足の向上を目標とするものであ

ります。 

次のページをめくっていただきまして、文部科学省でございます。バイオマス

等の再資源化に関する事業でありまして、エネルギー変換効率の向上等を目標と

するものであります。 

厚生労働省でございますが、これは感染症発生動向把握システムの整備により、

リアルタイムで発生動向の還元を目標とするものでございます。 

農林水産省でございますが、これはバイオマスを用いたプラスチックの開発、

生産に関する事業でございまして、バイオマスプラスチックの価格の低減という

ものを目標とするものでございます。 

次のページをめくっていただきまして、経済産業省でございます。電子政府関

連システム及び特許事務システムの構築により、電子政府ランキング世界トップ

テン入りや業務の効率化等を目標とするものであります。 

最後に国土交通省でございますが、船員手帳等の電子化に関する事業であり、

実証実験の定量的検証や一定の利用者満足の確保等を目標とするものであります。

今後とも、各省庁及び財政当局とも意見交換を行いまして、モデル事業の充実

を進めてまいりたいと考えております。モデル事業の説明は以上でございます。 

（竹中議員） それでは、政策群についても説明をお願いします。 

（小平政策統括官） それでは、お手元に大きな紙で「政策群について」というペー

パーをお配りしておりますので、簡単に御説明を申し上げます。 

これにつきましても、「基本方針2003」で述べられているところでございまし

て、２ページ目をお開けいただきますと政策群の考え方が書いてございます。そ

こにございますように、規制改革・制度改革等と予算措置を組み合わせ、構造改

革と予算との連携を強めること、原則として府省横断的に対応することで、政策

の実効性・効率性を高めること、より少ない財政負担で民間活力を最大限に引き

出すことを目指すということで、結果として予算の効率性の向上、歳出の質のさ

らなる改善を目指すというものでございます。 

こういう考え方に基づきまして、各省から提案をいただきまして、７月の終わ
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りから内閣府の中で担当参事官、企画官を決めまして、各府省と何度にもわたり

まして意見交換をしてまいりました。その結果として、10項目につきまして政策

群という位置付けで概算要求が行われております。一覧表は最初のページに書い

てあるところでございます。 

１ページ目をご覧いただきますと、例として申し上げます政策群の１は「少子

化の流れを変えるための次世代育成支援」ということでございまして、これは内

閣府等５省の連携によるものでございます。政策目標といたしましては、各人の

理想どおりの数の子どもを生み育てることができる社会の実現ということで、下

に点線で書いて囲んでございますけれども、こういうような形で政策目標の達成

について評価をするということでございます。 

左側に規制改革・制度改革等ということで、一番上にございますのは特に保育

所の関係でございます。認可保育所の設置基準の緩和、保育所設置者の多様化と

いうことで株式会社も可能になっております。また、保育所の公設民営方式も行

われておりまして全体として、かなり規制緩和は進んでおりますけれども、こう

いうものを着実に実施をしていくということで、特に地方自治体の実施状況を把

握をしていく必要があると思っております。こういう規制改革等に対応いたしま

して、右にございますような保育関係の予算等がございます。 

次の２ページ目をお開けいただきますと、これは４大臣で春から御検討いただ

いてまとめていただいた政策群の２ということで若年、それから長期失業者も加

わっておりますが、就業拡大ということでございます。同じく政策目標は、若年

失業者の増加傾向を転換、長期失業者の再就職の促進等でございます。 

左の方に規制改革・制度改革等ということで、新たな市場・就業機会の創出、

あるいはワンストップサービスセンターの整備というようなこと、右側にそれに

対応する予算、それから真ん中に両方の組合せによってどういう政策効果が期待

できるか、あるいは民間イニシアティブの誘発効果というようなものがまとめて

ございます。 

３ページ目は、低公害車の関係でございます。 

お時間の関係がございますので、簡単に項目のみ申し上げます。 

４ページ目が「緑豊かで安全・快適な都市の再生」ということでございます。 

５ページ目が政策群の５ということで、「都市と農山漁村の共生・対流の推進」

でございます。 

６ページ目が「外国人が快適に観光できる環境の整備」というふうにまとめて

ございます。 

７ページ目が「科学技術駆動型の地域経済発展」ということでございます。 

８ページ目が「災害等緊急事態対応の強化」ということでございます。 

９ページ目は法務省だけでございますけれども、特に刑の執行という公権力の

行使に関わる業務にＰＦＩの手法を導入をするということ。それから、刑務所等

を出た後の民間活力を活用した更生を更に充実をするというような中身になって

おります。 
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最後に、政策群の10が「安全かつ効率的な国際物流の実現」ということでござ

います。１ページ目にございますように、この10の政策群を３つの政策目的に沿

ってまとめております。以上でございます。 

（竹中議員） モデル事業と政策群は、いわば予算編成過程そのものの改革という意

味合いを持っておりますけれども、そうした観点から民間有識者から資料の提出

がございますので、説明を本間議員にお願いします。 

（本間議員） もう統括官の方からモデル事業と政策群の問題について説明をいただ

いておりますので、私は少し総論的なお話をさせていただきたいと思っておりま

す。 

民主主義国家において予算をどのように編成していくかというのは古くて新し

い問題でございます。経済成長率の世界的な鈍化、あるいは少子高齢化という流

れの中で、予算をきちんと見直すということは70年代の後半からずっと各国で努

力されてまいりました。 

その主な考え方というのは、バリュー・フォー・マネーという言葉で表されて

おりますとおり、国民がその予算の執行によってどれだけ利益が得られるか。そ

れをきちんと評価していこうということでございまして、ニューパブリック・マ

ネジメント（ＮＰＭ）と言われております。これを全面的に導入していくという

ことになりますと、これは収入と支出がどのように生まれてくるかを発生主義で

きちんと把握しながら進めていくということが必要になるわけですが、それをや

ろうといたしますと公会計制度の見直しとか、さまざまな準備作業が必要になっ

てまいります。つまり、国のバランスシートが整備されてないではないかという

ような問題も出てまいります。ＮＰＭを全面的に導入するところに一挙に進んで

いくというのは各国ともなかなかできておらないわけでありまして、大体７、８

年、場合によっては10年くらい準備をしながら進めていくというのが通常のやり

方になっております。 

したがって、我々も本格的にそのような予算編成の効率化に向けて努力をして

いくということが求められているのだろうと思いますが、２年前の骨太の方針の

中でニューパブリック・マネジメントという言葉を最初に使いまして、これをど

ういう具合に段階的に実現していくかということで知恵を絞って出てきたのがこ

のモデル事業と政策群であるというふうに御理解をいただきたいと思います。 

モデル事業の方は、例えば複数年度的な要素を持っている予算を対象にしてお

ります。政策目標をきちんと設定して、実行の段階も管理をうまくやりながら、

成果を評価し、その評価をまた新しい予算の方向に結び付けていくということで

フィードバックシステムをつくっていくと、今回モデル事業の中で位置付けさせ

ていただいた。ただ、正直申し上げまして今、概算要求に出ております事業は試

行錯誤中であるということもありまして、小ぶりであるという印象は私は否めな

いんだろうと思います。 

そういう意味で、これをいかに大きく育てていくか。小さく生んで大きく育て

ていくということが非常に重要になってまいります。大きく育てるというのは、
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提案されておりますものを普遍的に範囲を広げていくということが１つございま

す。それから対象になっておりません制度的な問題、例えば公共事業の問題でご

ざいますとか、国立大学の独立法人への移行に伴って中期目標をどのように予算

と結び付けていくのか、あるいは、科学技術やＯＤＡとか、そういうようなもの

についてもこういう考え方は普及させていくことが重要だと思っております。是

非このモデル事業をしっかりと仕上げていくために諮問会議と財務省が密接に連

携していく必要性があると思います。これまで財務省の御協力を得ましてここま

でこぎ着けておりますけれども、年末に向け、あるいは次年度以降におきまして

も是非よろしくお願いをいたしたいと思っております。 

それからもう一つ、政策群の問題につきましては、これも今の考え方と共通し

ているわけでありますが、大きな目標、ここでは「安心して生活できる社会の構

築のために」、あるいは「都市と地方の活性化のために」、こういう大目標を設

定する。そしてそれに関わる複数省庁が中目標的な形で具体的なアウトカムを盛

り込み、数値目標をそれぞれ掲げながら予算の執行面までつなげていくというの

が、この政策群の問題でございます。１つの施策が複数の官庁に関係をするとい

うことが、複雑化いたしました経済社会の中では当然起こってまいりますので、

横断的、総合的な問題に対していかに政府が齟齬のない形で施策執行をしていく

ために、この政策群という考え方がでてきた。そして、概算要求に出てきた事業

は若干小ぶりであると思っておりますけれども、是非これも大きく育てていくこ

とが必要になると思います。 

この政策群におきましても、モデル事業におきましても、その効率化の成果と

いうものを予算当局が財政赤字の縮減に使うのか、あるいは努力をした各府省が

次の施策の中に使うのかという事後的な成果の割振りの問題が政府の中で起こっ

てまいります。これは後者が欠けておりますと、努力をしても全然自分のところ

に戻ってこないので、予算を執行する各府省の方が努力をしないということにな

ってしまいます。効率化努力によって予算が余った場合の取扱の考え方も是非、

今後の予算編成の中において検討しなければならないテーマであろうと思ってお

ります。 

いずれにいたしましても、この諮問会議と財務省が緊密に連携しながら、情報

をオープンにすることで、国民にわかりやすい予算制度というものを次年度以降

もつくっていくということを是非お願いをいたしたいと思います。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

それでは、本議題について自由に御議論をいただきたいと思います。塩川大臣、

どうぞ。 

（塩川議員） このモデル事業も、それから政策群も、かねて発表がこの会議でござ

いました。本間先生から提案されたときに私は非常に注目していて、これは新し

い手法だと思って非常に感心しまして推進をしたいと思っていたんです。 

そこで、これを具体化するについて私は少し意見を申し上げたいと思います。

モデル事業は今こうして一生懸命やっておりますが、これはいわば行政上のモデ
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ル化に属するものですね。これはこれで私は非常に意義があると思っておりまし

て、これは進めてもらいたいと思います。 

ところで、政策群とモデル事業とで、これはいいことだと政策群の方がモデル

事業を利用するようになってきたら困ると思うんです。ここの峻別をちゃんとし

ておいてもらわないと、政策群はいい考えで無駄を省くのでいい。けれども、モ

デル事業に準じて予算要求をするとなってきたら、これは無駄を生んでくると思

うんです。 

それから政策群について、私は政策群は推進の方なんです。ですが、ここで注

意しなければならないのは、政策群が各省に横断されるものをただ集約されるこ

とだったら意味がないと思うんです。集約したもので、そこからお互いが合理性

を取ってきて、その合理性が一つの有機体となって政策として生きるものでなけ

ればならぬと思うので、そのチャージをだれがやるのかということです。これを

ずっと見ていますと、大体内閣府が中心になっている事業が多いから、内閣府が

おやりになるのかなと思ったりするんですが、これは要するに私は所管省庁がど

こで予算折衝をやっているかはわかるんですが、政策群になったらあっちだこっ

ちだということになってしまう。ここをはっきり確立させてもらいたいというこ

とが１つです。 

それから、その整合性をとるためにそれぞれの省庁で横断した関連事業を集め

ようとします。例えば、少子化対策を１つにまとめましょう。それが各省で今ま

で分散していたものの効果を一回査定して、そこで捨てるものとやるものと入れ

て、それで政策群の中へ取り入れてもらうということをやってもらいたい。そう

いうことをやろうとするのならば、政策群を一つの政策として発表される前に、

是非ひとつ主計局の方と十分相談しておいてもらわないと、実は前から主計局の

方では断っているんですとか、あるいは前から要望があってこれは重点を置かな

ければいけないんですとなってくると思うので、そこはひとつやっていただきた

いと思います。 

それと、できるだけこの際、政策をつくるときには集約というのではなくて整

理合理化ですか。私も今度見まして、今日独立行政法人のスタートを切ったんで

すが、独立行政法人は過去のものがそのまま横滑りしているんですね。３つ、４

つを１つの行政法人に集約できるはずだと思うんです。今度の政策群で私が期待

しているのはそれなんです。そこをひとつよろしくお願いしたいと思いますし、

私も推進していきたいと思っております。 

（竹中議員） それでは、平沼大臣どうぞ。 

（平沼議員） 政策群について、一言申し上げたいと思います。先ほど、３つのいわ

ゆる基本というものがありました。１つ目は制度改革と予算を一体化として進め

る。２つ目は省庁横断的な予算の推進、３つ目は民間活力、この３点は先ほど御

説明があったとおり非常に重要な点だと思っております。 

大事なことは、こうした政策群はすべていい発想で行われているというわけで

すから、言うまでもないことですけれども、絵にかいたもちで終わらせないとい
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うことが必要で、いかに具体化するかが私は大切なことだと思います。 

そのためには、各々の予算要求というのは事務的に各省でばらばらに財政当局

に要求するだけではなくて、もちろん財政当局とは常に連携をとらなければいけ

ませんけれども、やはり経済財政諮問会議の場できちんと最後までフォローアッ

プするということも私は必要だと思います。 

そしてまた、来年度の予算の編成に当たりまして、先ほど言った基本的な３つ

のことをきちんと実現したものに関しては、次年度以降も予算の重点配分をしっ

かり行って更に拡大をしていく。そして、言うまでもないですけれども、成果を

しっかりと評価していく。この姿勢が私は大事だと思います。 

そういう意味で、これは財政当局とも十分御相談させていただいたわけですけ

れども、第３弾骨太方針で大きな柱として位置付けて、我々４大臣が集まって若

年の雇用対策というものをさせていただきました。そして、数次にわたって竹中

大臣、坂口大臣、遠山大臣、私と入りまして、省庁横断的に若年労働、そして雇

用をどうするかという形で、相当思い切った大胆な政策パッケージができたわけ

であります。それで、私どもはひとつこういう形ができましたので、関係省庁の

連携強化とか民間活力をいかに更に高めていくか。こういうことで、これは１つ

のモデルとして、更に私どももこの成果を大きなものにしていきたいと思ってお

りますので今、財務大臣から御指摘の点も十分踏まえながら、我々はこういった

ことを具体例として出しましたので、しっかりやらせていただきたいと思ってお

ります。 

（若松総務副大臣） 総務省は行政評価局を有しておりまして、特に政策群につきま

して大変関心があるわけですが、ちょっと大きな観点から指摘させていただきま

す。 

まずモデル事業の位置付けですけれども、これは今までの予算獲得主義から成

果主義を導入した予算制度という意味合いがあるのかなと理解しております。こ

の成果主義にはどうしても行政評価制度が必要になってきますので、そこで政策

群における評価の役割があるのかなと考えます。 

もう一つ必要不可欠なのは、先ほどおっしゃった公会計決算制度です。これが

三位一体にならないと、結果的に絵にかいたもちで終わってしまうのかなと。特

に公会計でありますけれども、先進国、特にニュージーランドとかオーストラリ

アとか、そういったところは90年代前半にかなり公会計の改革を行っているとこ

ろで、日本は10年間遅れている。財務省は昨年末に公会計室をつくっていただき

まして今、鋭意努力をしていただいているんですが、この公会計を考えるに際し

ては３つの観点が必要だと思います。 

１つ目は、受益と負担というのを明確に出していく。２つ目は世代会計ですね。

次の世代にどれだけ負担を残しているのか。３つ目は、財務データを出す中で財

政規律化を示せるようにする。これを総合計と合わせて一つひとつの事業ごとに

しっかり出していく。これはかなり高度な財務情報システムが必要になってきま

して、これは巨額の投資が必要になろうかと思います。そういう意味で、これは
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財務省だけに押し付けるのではなくて、まさに内閣一体としての改革が必要かな

と、そういう意味の「新三位一体の改革」を是非とも強く打ち出していただけれ

ばと思っております。 

（竹中議員） それでは奥田会長、牛尾会長の順でどうぞ。 

（奥田議員） 私から、モデル事業の横長の表がございますけれども、今、本間先生

から、「小さいものでも今回はそれをあえて拾い上げてやっていこう」というお

話がございましたが、最後にあります国土交通省の船員手帳等の電子化とか、こ

れは１億800万円で、経済産業省の方はその上に540億円とか55億円とか大きなも

のが入っています。これはまさに精粗というか、質的に考えればどうなのかは知

りませんが、金額的に考えてもやはりこの国土交通省のモデル事業というのは小

さいといいますか、言ってみればモデル事業をばかにされたような、そんな感じ

がするものですから、今回はこれで引っ張り上げたということで、是非次回から

はもっと大きなものを出していった方がいいんじゃないかと思っています。 

それからもう一つ、モデル事業と政策群でございます。私はこの会議に出てお

りますので、私個人はモデル事業とか政策群という言葉についてはいろいろ説明

も聞いてよく知っておりますが、国民がこの言葉をよく理解できるのかどうか。

今になってこういうことを言うのもあれなんですけれども、本当にいいのかどう

か。もう少しかみ砕いて国民がわかるような説明をしないと、一部の我々だけが

知っているというような話ではまずいのではないかと思います。ですから、その

名前についてはもう一遍かみ砕いて考えていただきたいと思います。 

（塩川議員） モデルというと、何かファッションみたいな感じがしますね。 

（竹中議員） では、牛尾会長どうぞ。 

（牛尾議員） 塩川大臣から、政策群やモデル事業についての懸念をお伺いしました。

我々も初年度ですから、初年度の進め方は非常に大事で、内閣府の方もこの間、

統括官を中心にこの政策群はそれぞれ担当をつくろうと思えばつくれますし、主

計局の方もこの度のことは実験的なことではあるけれども、政策群に担当主計官

を付けたいということもおっしゃっていましたので、ここのところで初めて内閣

府と主計局が合意をして、おっしゃるように単にくっ付けるだけだったら意味が

ないので、それをより効率化し、重複を少なくして、協力の効率をどう上げるか

ということを明確にするべきだろうと思うんです。 

それプラス、それぞれの所管の官庁にある規制改革や制度改革を有効に推進す

るための費用にもなるわけですから、かなり一体的なオペレーションなので、初

年度はやはり内閣府と主計局でやっていく。そして、翌年からはこういうふうに

すればいい。予算が効率化できるし、他省とダブっていることはここで調整すれ

ばいいんだということがわかれば、官僚の方というのは利口ですから、それをど

う活用しようかということはすぐ考えるようになると思うんです。 

それで今、非常に表現がわかりにくいというお話もありましたが、これが使え

るということがわかれば黙っていても官庁はそれを説明してくれますから、やは

り使いやすさをどうやって表現するかということは大事だと思います。ただ、16
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年度の予算は新聞にも40兆円も国債が要るくらいに膨らんでいて、税収は全体の

50％しか占めないということが先に出ていますから、やはり予算編成において相

当改革的なことをして説得力を付けないと国民は納得しないと思うんです。そう

いう意味では、多年次にわたるモデル事業とか、政策群という表現の下に予算編

成のような新しさを出すということは、特に府省横断的なことというのは国民も

非常によく知っている話ですから、やはり16年度予算ではこれを改革の表へ立て

るべきだと思うんです。 

だから、現段階では率直に言ってまだ主計局と内閣府の間で、単に重複を避け

るだけではなく、単なる足し算ではなく、掛け算としてのエフィシェンシーを高

めるというところまで議論は進んでいないと思うんですが、これは是非計画的に

やらなければならないことだと思います。 

（塩川議員） ちょっと追加ですが、例えば政策群の７番目に「科学技術駆動型の地

域経済発展」とありますね。これを１つの例にして恐縮なんですが、これはたと

えの話ですけれども、こういう場合に内閣府から金融庁からそれぞれ出てきます

ね。どんな人が責任者として出てくるんですか。課長クラスですか。そんなもの

だったらいけません。 

（本間議員） 大きくこれは取り上げなければいけないと思っております。今、我々

は個別にお話を伺ってはおりませんけれども、総合科学技術会議等と連携して、

複数の予算の出どころをどういう具合に組み合わせるかについて、内閣府できち

んと準備的な作業をしていただく必要がある。こうした予算はこれから伸びるこ

とが予想されますし、大きなロットですから、経済財政諮問会議において直接取

り上げていくということも必要になってくるのではないかと思っております。 

（塩川議員） いい例は、三位一体の改革のときでも各事務次官が集まってやっても

何の結論も出ないでしょう。要するに、各省が出てくると自分たちの土俵だけ守

ろうとする。ですから、この会議をやる場合にもある程度決定権のある局長か審

議官くらいの決定権のある人でないとまとまりません。私はそれが怖いんです。

集合だけやったのでは何の意味もない。 

（本間議員） ですから、これは経済財政諮問会議もしっかりフォローして、必要に

応じて審議をしていかねばならないと思います。 

（平沼議員） それに関して、先ほど申し上げたように若年の雇用対策というものは

審議官レベルという形で討議をしながら、最終的には４大臣が集まってきちんと

決めるということをします。ですから、相当予算枠も大幅なものが獲得できまし

たし、今までだと対立があってなかなかできないものも、協力し合っていい一つ

の骨格ができた。ですから、おっしゃるとおりそういう形を取らなければいけな

いと思います。 

（塩川議員） 大臣だったら、長くやっても１、２年でしょう。役人はずっと将来ま

でだから突っ張るんです。自らの将来にかけてもと突っ張るから話がつかないん

です。大臣はその点、政治的に判断できますから、そういう者の集まりでこれは

決めてほしいです。 
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（牛尾議員） そういう意味で、政策を進行する上においては政策群の２番目（若年

雇用等）というのはやはりモデルケースになりますね。経産省は３つか４つかん

でいるわけですから、これを例にして違うところを是非イニシエートしてもらえ

ばありがたいです。 

（塩川議員） それはモデルケースであってモデル事業ではないわけですね。間違っ

たらいけないので。 

（小泉議長） これは政策群であってモデル事業にもなるじゃないですか。どうして

分けてしまうんですか。 

（本間議員） 政策群の方は、各省横断的な部分を中心に取り上げています。しかし、

総理がおっしゃるとおり、性格によっては例えば複数年度の部分も出てまいりま

すから、モデル事業でやっているように目標設定をして、事業の完了後に成果を

見るということとも関連しております。したがって分け方はある意味で便宜的な

形になっておりますけれども、政策群の施策の方向は総合的な各省庁横断的に意

思決定をするための仕組みづくりだと。そして、モデル事業の方は、単体のプロ

ジェクト等について複数年度の管理等によって効率的にやっていくんだと。こう

いう形で仕分けをしておりますが、両者は接合する部分がかなりあります。 

（竹中議員） 政策群でモデル事業として扱えるものも将来的には出てくるし、それ

は大いに結構なことだということだと思います。 

（塩川議員） それと、これのモデル事業とごっちゃにされたら困るということです。

こちらは違いますよということです。 

（竹中議員） ありがとうございます。この制度そのものを大きく育てるという話が

ありましたが、走りながら考えて制度をつくっていかなければいけないという立

場にございます。今日は、その意味で大変建設なよい御議論をいただいたと思っ

ております。有機的、一体的になるようにという塩川大臣の御指摘がありました。

そうした観点から、平沼大臣がリーダーシップをとってくださった４大臣の若者

雇用の話というのは一つのモデルになる。そうした点も踏まえて諮問会議でフォ

ローアップをしろというお話、大変それも重要なポイントであろうかと思います。

また、国民の理解を得られるような工夫をすべきということでもあろうかと思

います。確かに総理がおっしゃったように、政策群と、ここで言うモデル事業と

いうのはどういう関係なんだというようなことも含めて、その辺については引き

続き知恵を出していただきたい。それで、この仕組みづくりについては内閣府と

財務省と総務省で引き続き御検討いただいて、逐次この場で報告をさせていただ

きたいと思います。意思決定できる主体でということは大変重要なポイントだと

思っております。 

それでは、今日は３時に会議を終える必要がございますので、後半の構造改革

の進捗状況の議題に移ります。これまでの改革を目に見える形で国民に示す必要

があるということで、今年の３月に構造改革のレビューを取りまとめて報告をし

ております。今回、それから約半年たってどの分野でどのような改革が更に進ん

でいるかということをフォローアップいたしました。この中から幾つかをピック
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アップして解説を加えたものをお手元に「構造改革の進捗状況（例）」として配

付をしております。この資料について、事務方から説明をさせていただきます。 

（小平政策統括官） それでは、この横長の表をごらんいただきたいと思います。 

なお、全体の構成につきましてはカラーの１枚紙にまとめてございますけれど

も、全部で20項目選んでおります。左の上の方には経済の再生に対する取り組み

ということで、不良債権処理の進展等々、それから左の下は起業、新事業へのチ

ャレンジ精神を応援するということ、それから真ん中は仕組みのところをまとめ

てございます。それから、右の上の方が暮らし、右の下がグローバル戦略という

ことで、一応20項目をそういうような組み立て方で選んであるということでござ

います。それでは、この横長のものをお開けいただきたいと思います。 

１ページ目をごらんいただきますと「不良債権処理の進展」ということでござ

いますが、15年３月期の主要行の不良債権残高が14年９月期に比べ、半年間で

15.5％減少した。不良債権比率も、同じ期間に8.1％から7.2％へ0.9％低下をして

おります。主要行の不良債権比率を16年度末までに14年３月期の半分程度に低下

させるという目標に向け、不良債権問題の正常化が順調に進捗をしているという

状況にございます。 

左の下には、これまでの主な取り組みがまとめてございます。 

右の下の方には今後の取り組みということで今、申し上げました目標に向けて

取り組みを着実に推進をしていくということでございます。 

２ページ目をごらんいただきますと、不良債権処理の裏表の問題といたしまし

て「産業再生の進展」の状況でございます。平成15年４月に産業再生機構を設立

したということ、それから同じく４月に産業活力再生法を改正をしたということ

でございます。左の方に、主な取り組みと成果ということでございます。産業再

生が本格化をしているということ、産業活力再生法につきましても17の計画を認

定しているということでございます。右側に具体的な事例がまとめてございます。

３ページ目をごらんいただきますと、不良債権処理産業再生に関連いたしまし

て「セーフティネットの拡充」でございます。中小企業セーフティネットの保証

の利用が進展、拡大をいたしております。右にグラフで書いてございます。 

なお、倒産件数は減少傾向にございまして、対前年同月比伸び率は平成14年９

月以降11か月連続のマイナスでございます。今年の１月から７月の間は前年比

11.3％減少しております。 

４ページ目に移っていただきますと、「新事業への挑戦が増加」をしていると

いうことでございまして、例えば最低資本金規制の特例措置が今年の２月に法律

により設けられましたけれども、それによる起業が創出されているということで、

これまでの確認申請件数は5,831件に拡大をいたしております。主な取組みが左の

方に書いてございます。それから、事業所数の推移ということで右下に書いてご

ざいます。これは平成８年から13年でございますけれども、上のまとめに書いて

ございますように電気通信業は200％増、３倍になったという意味でございます。

老人福祉事業は80％増えている、あるいはソフトウェアにつきましては50％増え

 12




平成 15 年第 19 回 議事録 

たという大変な伸びになっているわけでございます。 

５ページ目をごらんいただきますと、「ＩＴ革命の進行」ということでござい

ます。これもよく知られておりますように高速・超高速インターネットの普及が

進展をいたしております。ＡＤＳＬの加入者数は１年間で2.5倍でございます。そ

れから、e-Japan 戦略を推進してまいりました結果、インターネット利用可能世

代が大きく増えておりまして、高速アクセス網で3,500万世帯、超高速アクセス網

では1,600万世帯という状況にございます。今後の取り組みにつきまして、左の下

の方に書いてございます。 

６ページ目は「新たな雇用の創出」ということで、特に後で１枚紙で簡単に申

し上げますが、サービスの雇用が大変に増えているということでございます。 

７ページ目は「規制改革の推進」ということで、これも例えば派遣労働者数で

ございますとか保育所の設置、認可件数が大変に増えているということでござい

ます。 

８ページ以下、同じようにまとめてございます。これにつきましては、カラー

で印刷をして使いやすいような形でお配りをできるようにしたいと思っておりま

す。 

それからもう一つ、この縦長の紙をお手元にお配りをしてございますけれども、

これを簡単に申し上げます。サービス業における雇用の動向でございますけれど

も、グラフが付いております。それで、今年の１－６月と2000年の１－６月を比

べますと狭義のサービス業におけます雇用者数は155万人増えております。狭義と

申しますのは２のところにございますが、毎月調査されます労働力調査で言いま

すサービス業の定義は、注４、５に書いてございますように狭いということでご

ざいまして、530万人の試算をいたしましたときにはこれに、注３に書いてござい

ますようなもの15.6万人が対象になっているわけでございます。 

そこで、同じ期間にどれくらい530万人雇用創出プログラムでカバーしている範

囲の雇用者が増えたかということを試算をいたしてみますと、試算方法は省略を

させていただきますけれども、３にございますように同じ期間で200万人増えてい

るということでございまして、これをグラフで示したものが下のようになってお

ります。狭義のものは155万人、530万人雇用創出プログラムに対応するものは2000

年１－６月から2003年１－６月で比較をいたしますと200万人増えたということ

でございまして、着々と雇用の拡大が見られるということでございます。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、構造改革の成果等について大局的

な観点も含めてどうぞ御議論をいただきたいと思います。余り時間がありません

ので、要点だけお願いいたします。 

（吉川議員） さまざまなところで構造改革が進んでいて結構だと思います。この「進

捗状況」というのは政府がこういうことをやると公約したものの内どれだけ実行

しているかということ、個別のことについては効果を検証していることもありま

すが、基本的にはやるといったことがどれくらいできているかという進捗状況の
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確認だと思います。これはこれで大変大切なことで、やるべきことだと思います

が、それに加えて政府がある政策を実行したためにどれだけ経済社会にいい効果

が出たかという、効果の検証の方も常にやりながら政策を考えていくことが必要

だと思います。 

その意味で、例えば内閣府等で構造改革の効果に関する検証というものを同時

にやりながら構造改革を進めていくべきだと、このように考えます。 

（竹中議員） 今の点に関して少し申し上げますと、今、先生がおっしゃったように、

構造改革が経済にどのような効果をもたらしているか。更に言えば、それで一体

どういう課題が残されているのか。今後どういうことが必要か。そういったこと

については客観的な分析とか、外部の有識者の見解に基づいた把握は確かに大変

必要なんだろうと思っております。 

そこで、内閣府としましては外部有識者から成りますタスクフォースの意見も

入れまして、構造改革の進捗レポートというものを年に２回、春と秋を目途に取

りまとめてはどうかということで16年度予算概算要求にも盛り込んだところでご

ざいまして、年内を目途に試行的に作業をするということで、この諮問会議で研

究所の香西所長から御報告をいただいてはどうかということも考えておりますの

で、またその点はお諮りをさせていただきたいと思います。ほかにいかがですか。

よろしゅうございますか。 

それでは、これはしっかりとＰＲをして、着実に進めるべきであるということ

を訴えていきたいと思っております。 

もう一点、今日は「基本方針2003」に盛り込まれた具体的取り組みの中に「資

金の流れ」と「金融・産業再生」というものがございますけれども、それに関連

しまして平沼大臣の方から資料に基づいて御発言をいただくことになっておりま

す。 

（平沼議員） 縦長の８ページの資料を御参照ください。時間が限られておりますの

で、簡単に私から説明させていただきます。 

経済活性化のための産業金融機能の強化策でありますけれども、私は包括的な

経済活性化策についてこれまでこの場でも度々御提案をさせていただきました。

その一環として今、竹中大臣が言われたように、５月28日の会議でも金融面での

対応の重要性についても触れさせていただき、その趣旨は骨太の方針でも金融改

革の中に取り上げられているわけであります。 

私は、我が国産業の成長・発展と産業金融の改革・強化、これはまさに相互に

連関しておりまして表裏一体の関係にあると思っております。したがいまして、

我が国経済全体の活性化、そしてさらなる飛躍を実現するためには、産業活性化

策と産業金融機能強化の双方に全力を挙げ、そして両々相まって発展していくこ

とが必要だと思っております。 

産業活性化策については言うまでもありませんが、各省連携して取り組んでき

ておりますけれども、現況、設備投資にやや前向きな動きが出てまいりました。

ようやく産業の資金需要に動きが出る可能性が出てきたという段階に今あるので

 14




平成 15 年第 19 回 議事録 

はないか。だから、こういうときこそ産業金融の改革・強化を推し進めることが

私どもは必要だと思っております。日銀でも既に取り組んでいただいております

けれども、私は政府、日銀、そして政府関係機関一体となって産業金融の改革を

進めまして、その抜本的機能強化に取り組むことで、要は、デフレというのは経

済の隅々まで資金が回る、そういうことが一番いい対策になると思いますから、

経済を活性化することが必要だと思っております。 

提出させていただいた資料の１ページの右の方を見ていただきたいと思います

けれども、このような背景の中で私は具体的な改革の方向について４点申し上げ

たいと思います。 

第１は、産業金融の担い手の多様化が必要だと思っています。産業金融に事業

会社やファイナンス会社などにも参加していただいて、それぞれの能力を生かし

ていくことが必要だと思っております。今はやはり金融機関が大層でして、非常

にそういう意味では硬直化していてバラエティがない。そういう意味では、ここ

も重要な点だと思います。 

第２は、産業金融の手法の多様化が私は必要だと思います。現在は言うまでも

ありませんけれども、金融機関の間接金融に大きく依存しておりまして、出資や

証券化などの新しい金融手法を産業金融にも取り入れていただきたいと、このよ

うに切に思っております。 

第３は、リスクへの対応の多様化も必要だと思います。御存じのように、我が

国の産業金融は後の表に出ておりますけれども、不動産担保に過度に依存してい

ると言われています。これから脱却して、不動産以外の担保の活用や、あるいは

リスクに見合った金利設定するなど、リスクへの対応の多様化を図っていくこと

も必要だと思っております。 

最後に第４は、政策支援の多様化が必要だと思っております。従来は、中小企

業のセーフティネットなどに重点を置いて対応してまいりました。この一層の充

実は言うまでもありませんけれども、更にもう既にやっておりますが、創業です

とか、中小だけではなくて中堅企業ですとか、あるいはもうこれもやっておりま

すけれども大企業の再生と、産業サイドからはさまざまな政策ニーズが登場して

きておりますので、やはりこういったところに多様な政策というものを出してこ

たえていくことが必要だと思っておりまして、今、申し上げた以上のような方向

性で具体策を検討したらいかがかというのが本日の私の趣旨でございます。 

あとはいろいろ具体例が出ておりますので読んでいただければわかりますけれ

ども、私どもは各省庁や日本銀行、日本政策投資銀行、中小企業政府関係金融機

関が一体となって産業金融機能の一層の強化策を検討していただいて、新たに具

体的なメッセージを出すことが重要だと思っています。金融庁や法務省でもそれ

ぞれのお立場から検討を進めておられると承知しておりますけれども、経済産業

省の施策とも当然のことながら有機的に連携をして、そして協力して政策の効果

を上げていきたいと思っております。 

併せて、産業資金の需要側である産業サイドの活性化が必要であるということ
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は言うまでもないことでございまして、私としては起業活動の活性化や創業の促

進や事業再生、人材育成、技術開発などを始め、経済活性化に全力で取り組んで

いきたいと思っております。 

１つの具体例では、日銀さんが総裁御就任のときに大変力を入れていただいた

売掛債権の担保に着目したものですね。これも当初はなかなか伸びなかったんで

すけれども、ぐっと今お陰様で伸びてきたということもありますし、中小企業の

借換制度も今、想像を絶するような形で皆さん利用していただいております。で

すから、そういうことを適切にやっていくと非常に活力が出てきますし、先ほど

の構造改革で具体的に数字が出ておりましたけれども、中小企業の倒産件数は、

一方においては倒産はすごいすごいなどと言っている方もおりますけれども、逆

に減っているという事実があるわけですから、そういうこともしっかり政府とし

てＰＲしていかなければいけないと思っておりますので、是非御協力をお願いし

ます。 

（小泉議長） 売掛担保債権というのは利用者は増えているんですか。 

（平沼議員） 増えてきました。最初は使い勝手が悪かったのを直したんです。例え

ば、大企業ですとか地方自治体だとか中央官庁が、おれたちのせっかくのとらの

子のいわゆる売掛債権だからほかに利用してはだめだと言ってカバーをしていた

んです。それを全部規制を取り払ったから非常に利用しやすくなったとか、いろ

いろなことをして今、非常に上がってまいりましたし、何と言っても日銀さんが

出動していただいたということも非常に大きなインパクトがあったということだ

と思っております。 

（竹中議員） 総裁から何かございましたらどうぞ。 

（福井議員） 簡単に申し上げますけれども、これから経済が立ち上がっていく過程

を展望すれば、金融面の資金、信用仲介ルートを多様化していくというのは非常

に重要な仕事になると思います。 

今日の経産大臣の御発言は非常にタイムリーだし、内容的にも私どもにとりま

しても非常に重要な点の御指摘がたくさんございました。特に貸出を通じた資金

調達一本やりということでなくて、これからは証券化市場などの市場仲介チャネ

ルを活用しやすい環境を整えていく。その中に中堅中小企業の金融もこれになじ

むんだという感じにどんどん持っていくことが必要だと思います。これが一番大

事な点でございますし、そうした事業をやっていきます場合に改めて民間金融機

関の役割と、それをバックアップしていく政府、公的なものの役割という役割分

担を明確に意識することが大事だと思っております。 

日本銀行もこれからいろいろ更に知恵を出してやっていきたいと思っておりま

すが、日本銀行の場合にはあくまで市場の整備、それから金融緩和の波及メカニ

ズム強化という点で、民間金融機関や経産省にいろいろ知恵を出していただいて

いる部分を、我々の立場からサポートできる部分はしっかりやっていきたいと、

こんなふうに思っております。 

（竹中議員） 金融庁の立場から一言だけ申し上げます。 

16




平成 15 年第 19 回 議事録 

今日の平沼大臣の提案は我々は全く同様の問題意識を持っておりまして大変う

れしく思います。産業と金融に関しては、「骨太2003」にもしっかりとそのこと

を明記させていただいたんですけれども、こういう方針に沿って我々も今、例え

ば地域の金融機関、リレーションシップバンキングの機能強化を実施しておりま

すし、さまざまな担い手の金融分野での参入を図るための信託制度の整備とか、

非常に重要なことだと思って取り組んでいるところであります。 

今の大臣の提案については、今後問題意識を共有して関係閣僚等から成る議論

の場を設けて、「骨太 2003」に織り込まれた項目をより深化させていくというこ

とでしっかりと詰めていくということが必要なのではないかと思います。どうい

うメンバーで集まって、どういう相談をしていただいたらいいか。これは官房長

官ともよく相談させていただいて、全体として産業と金融の一体化、具体的な活

性化に向けて取り組むということを私どもも是非させていただきたいと思ってお

ります。よろしゅうございますでしょうか。 

では、牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 平沼大臣の御提案に全面的に賛成で、経済が徐々に動き始めたときに、

多様な金融機能というものが最寄りのものとして自由に使える安心感というのは

非常に重要な担い手になると思います。前回の高度成長のときには金融機能がそ

れを十分に果たしてきたんですが、今回はもう疲れ果ててしまっているので相当

補強しないといけないと思います。 

そういう点では簡単にはいきませんが、是非今日提案された大きく書かれた項

目ですね。これは原則であって、引き続き他省にまたがるわけですから、これは

政策群ではありませんけれども、他省にまたがってこの議論が動き出して来年の

春ごろに成長が軌道に乗り始めるときに是非これに肉付けをしていって、しばし

ばこの会議でその具体化段階でお話をしていただきたい。これは完全に他省にま

たがる話ですから、日銀さんにもよく聞いてもらってそれを遂行することは成長

において非常に大事だと思います。動き出していますし、それと株価も連動して

おります。ちょっとしたことでがっといきますから、それを支えるのは金融機能

だと思いますので、是非、月に１回ぐらいはこの問題をお話し願いたいと思いま

す。 

（吉川議員） 金融の問題と産業再生がコインの裏表だという認識は政府の基本方針

の基にあると思います。そこで、私は産業再生機構について一言発言させていた

だきたい。最近１号案件が公表されて、それはもちろん歓迎すべきことだと思い

ます。 

ただ、金融の不良債権処理というのは16年度末ということで、もう２年を切っ

た工程表があるわけですから、産業再生機構の方でも１号案件が公表されてちょ

うど立ち上がったところではあるんですが、これに続いてできれば計画、あるい

は工程表を設けて、またこの点について金融庁と密接な連携を取るべきではない

か。その上で産業再生を進めるべきだと考えます。 

（塩川議員） 平沼さんのこれは私も大賛成で、こういうことは前から必要だと思っ
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ていました。 

そこで、問題は金利なんですね。金利をどの程度するかということが一番問題

です。 

それから保証は要らないか。保証協会の保証を使うとなると意味がなくなって

しまう。３番目は消費者ローンですね。これを商工ローンに使えるようにしてや

ったらどうだろうか。余りぴしっと分けているので、商工ローンが今、消費者金

融にもいっているし、消費者金融も商工ローン的に担保を取って、それを本人に

貸すというような違法なことをやっているんです。そこを改正したら相当いける

んじゃないかと思ったりするんです。 

それから、ファイナンス会社の申請です。大企業などはひとつ積極的にファイ

ナンス会社をつくってくれたらいいんです。そうしたら孫受け、ひ孫受けのとこ

ろまでずっと金が回る。今は孫受けぐらいまではいけるんです。トヨタの孫だと

言えば貸してくれます。でも、ひ孫と言ったらなかなか貸してくれない。だから、

むしろトヨタがどんとつくって孫、ひ孫とやってくれたらいいんです。 

（竹中議員） では、本間先生どうぞ。 

（本間議員） 産業金融と金融をカップリングしてきちんと仕上げていくということ

は非常に重要なポイントだと思っております。その際、資金の流れを官から民に

移していくときに、今の景気回復状況の中で、金利上昇に我々は即応しながらや

っていかざるを得ない部分がございます。 

そこで、これは財務大臣にお願いしたいんですけれども、やはり公的債務のリ

スクマネジメントを強化していただく、国債管理について、支払金利の部分を最

小化するような体制強化を是非お願いをいたしたいと思っております。理財局の

中でもこの問題について検討して頂いておりますけれども、これをきちんとやっ

てまいりませんと、ランダムショックに対して極めて危ない状況が起こってくる

可能性があるのではないか。それがいわば景気回復の中の危機という形で出てま

いりますと非常によくないと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

（塩川議員） 今日、植田さんが発表しましたね。ああいうようなことはやはり日銀

がはっきり言っておいてもらった方がいいです。あれは相当、証券会社などには

ショックだったと思うんです。これは総裁がきちんと取り消されたらいいので、

私はこうして安全に努めています。 

しかし、今日も1.65までいっていますから、ちょっと油断ならないですね。ス

ノーさんも昨日はものすごくこれを心配していまして、それは私は一過性のもの

だと言ったら、本当かねと言って念を押していましたけれども、非常に心配して

いました。 

（竹中議員） それでは、平沼大臣の御提案、それと吉川先生、本間先生の御指摘等々、

これは言いっ放しではなくてきちんとこの諮問会議で答えを少しずつ出していく

ように努力したいと思います。塩川大臣の今の御指摘も大変重要でありますので、

引き続き議論したいと思います。 
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では、総理から最後にお願いいたします。 

（小泉議長） いろいろありがとうございます。着実に進んでいるので、私は昨日ス

ノー長官が見えたから、「日本の改革は遅いと言ったけれども、遅くない、着実

に進んでいる。民主主義の時代でようやく芽が出てきているんだ。１年や２年で

すぐぱっと明るくなるわけがない。その証拠に２、３年我慢してくれ。」と私は

言ったんです。 

日本人というのは本当に心配性で、株価が上がってくるともう長期金利の心配

をしているんです。これはいい傾向なんだけれども、いい傾向よりもすぐ悪い方

を心配する。悪いとは言わないけれども、改革路線はそれだけ狭い道なんです。

この路線を続けていくしかない。ようやく芽が出てきたんだから、この芽を育て

るようにこれからもいろいろな知恵を出してこの改革路線を進めていきたいと思

いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

（塩川議員） スノーさんは成果をほめていましたよ。「確実に成果は出ている」と

言っていました。 

（小泉議長） やる気が出てきました。資本金１円の企業だってもう百社を超えてい

るでしょう。 

（平沼議員） どんどん10倍のスピードで、資本金を取り払ったら出てきております。 

（塩川議員） 「もう１万円の台は割らないだろう」と証券会社も自信を持っていま

すね。 

（平沼議員） レーガン改革だってサッチャー改革だって10年かかっていますから。 

（小泉議長） 実質成長率だって名目成長率だって予想よりいいんだから、余り暗く

なって「だめだ、だめだ」というのは本当にだめです。少し明るい方に向かって

進まないと。 

（竹中議員） では、ありがとうございました。 

（以 上） 
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