
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 16 年第 29 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  9 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 11 月 25 日(木) 17:03～18:32 

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 細田 博之 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川 昭一 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 

臨時議員 伊藤 達也 内閣府特命担当大臣（金融） 

同 村上 誠一郎 内閣府特命担当大臣（規制改革） 

宮内 義彦 規制改革・民間開放推進会議議長 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）規制改革（市場化テスト）について 

（２）金融重点強化プログラム（中間論点整理）について 

3.閉会 

(説明資料) 

○谷垣議員提出資料 

○「市場化テスト」による官業改革(宮内規制改革・民間開放推進会議議長提出資料) 

○“官業の民間開放”を飛躍的に進めるために（有識者議員提出資料） 

○「金融重点強化プログラム」(仮称)に向けた中間論点整理（伊藤臨時議員提出資料）

(配付資料) 

○「三位一体の改革」関連資料 
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平成 16 年第 29 回 議事録 

○平成１７年度予算の編成等に関する建議（財政制度等審議会） 

○特別会計の見直しについて－フォローアップ－（財政制度等審議会） 

（本文) 

○議事の紹介及び報告事項

（竹中議員） それでは、ただいまから今年29回目の「経済財政諮問会議」を開催い

たします。 

本日は、まず昀初に、報告事項が２つございます。官房長官から、三位一体改

革の現況報告、谷垣大臣から財制審の建議について御報告をいただきます。 

その後に、規制改革のうち「市場化テスト」につきまして、今日は村上大臣、

宮内議長に御参加をいただき、御審議をいただきます。 

その後、伊藤大臣から、金融重点強化プログラムの中間的な論点整理について

御説明をいただくことになっております。 

それでは、官房長官から、三位一体改革の現況について御報告をお願い申し上

げます。 

（細田議員） 三位一体改革につきましては、11月15日の経済財政諮問会議の場で御

報告させていただきました。 

その後、国と地方の協議の場につきましては、昨日、第６回目を開催し、四大

臣と地方六団体とで三位一体改革の全体像等について意見交換を行いました。 

また、地方から提案を受けまして、四大臣会合を頻繁に開催いたしております。 

10月26日以降、総論について、また、関係大臣に入っていただいて、昨日も含

めて各論について精力的に議論を進めております。 

更に、総理から、与党を始め関係者とも協議しながらとりまとめていくように

との指示をいただいていることを踏まえまして、11月５日の三位一体改革に関す

る政府・与党協議会以降、与党とも協議を進め、11月18日には政府・与党三位一

体改革に関する調整会合を開催し、三位一体改革に関する基本的枠組みを政府・

与党で合意の上、決定したところであります。資料として席上に配布しておりま

すので、ご覧いただきたいと思います。 

本日も、この会議の終了後、四大臣と与党政調会長とで三者調整を行うなど、

明日、11月26日に三位一体改革の全体像をとりまとめるべく、鋭意調整を進める

こととしております。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

続きまして、谷垣大臣から「平成17年度予算の編成等に関する建議」等につい

て御発言がございます。 

（谷垣議員） 	 11月19日に開催されました財政制度等審議会で「平成17年度予算の編

成等に関する建議」それから「特別会計の見直しについて－フォローアップ－」、

この２つを提出いただいたところでございまして、簡単に説明させていただきた

いと思います。 
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平成 16 年第 29 回 議事録 

この秋の財政制度等審議会では、福井総裁や石税制調査会長にも御出席をいた

だきましてお話を伺うといった、財政運営の在り方について重点的に御審議をい

ただいたわけですが、建議におきましても、こういう財政総論について重点的に

御提言をいただいたところでございます。 

お手元に、建議の主なポイントを簡単にまとめた横長のペーパーと、建議本体

のパンフレットを配布してございますが、今日は横長のペーパーに沿って御説明

をしたいと思います。 

建議におきましては、まず、現状認識が述べられておりまして、長期にわたっ

て低迷が続いた我が国経済に民需主導の回復が見られて、これは追加的に財政出

動に頼ることなく、民間部門における構造改革の成果であるとする一方で、我が

国の財政はおよそ欧米諸国に例を見ない水準にまで悪化して、財政の信任が問わ

れるに至っているとしているわけであります。 

こういう認識を踏まえまして、建議は今後の財政運営の在り方として、次のよ

うな提言を行っております。 

まず、財政運営の基本的考え方として、1990年代のアメリカで財政健全化への

取組みが長期金利の低下につながって、経済の拡大に寄与したというようなこと

を踏まえて、我が国においても経済の構造改革を進めて、民需主導の持続的な成

長を確保していくためには、財政健全化を協力に推進していくことが極めて重要

であるというのが第１点であります。 

２点目として、財政制度等審議会の委員から御提示いただきました、財政の長

期試算というのがございますが、これは現在の財政構造を前提として、何らの改

善策を講じずに放ったらかしておきますと、将来にわたって一般会計の基礎的財

政収支の赤字幅が拡大して、2004年度の19兆円から、2014年度には27.8兆円まで

拡大する。 

これを歳出削減だけで解消しようとすれば、国債費を除く歳出の約３分の１を

削減する必要がある。歳入増のみで解消しようとすれば、約５割の増収が必要で

あるというふうに指摘していただいておりまして、こういう大幅なギャップを歳

出、または歳入、いずれか一方で埋めることは到底不可能であるので、歳入・歳

出両面から財政構造改革を推進していくことが必要である。 

このためには、まず、聖域なき歳出改革、中でも社会保障改革、国と地方の改

革、総人件費の抑制・削減を推進すべきである。このようにしていただきました。 

平成17年度予算につきましては、一般会計歳出、それから一般歳出の水準を実

質的に前年度以下に抑制してきた従来の歳出改革路線を堅持・強化して、従来に

も増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行って、所管を超えた予算配分の重

点化・効率化を行う必要があるとしていただいております。 

平成17年度予算におきます各分野の歳出改革の取組みに関する御提言も数多く

いただいて、２～３ページに記載しておりますが、時間の関係上、ここでは省略

いたしますので、是非、御参照いただければと思います。 

次に「特別会計の見直しについて－フォローアップ－」です。この主なポイン
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平成 16 年第 29 回 議事録 

トをまとめた横長の紙に沿って御説明を申し上げたいと思います。４ページでご

ざいます。 

特別会計改革に当たりましては、常々各特別会計の性格や実情を踏まえること

が大事であると申し上げてきたわけですが、財制審からいただいた本報告は、こ

ういう観点から31の特別会計のうち、モデルケースとして取り上げた約３分の１

について掘り下げた検討をしていただいた結果であるというふうに思っておりま

す。 

この報告書では、去年の報告書で示された基本的考え方を踏まえて、幾つかの

視点から個々の特会の改革に向けた提言が行われております。 

具体的には、事務事業の見直しの観点から、例えば、産業投資特別会計につい

て、ＮＴＴ株式売却収入を活用した無利子融資制度は、新しい融資を原則停止し

て、今までの貸し付けの償還終了時に社会資本整備勘定を廃止すべきだというよ

うな御提言。 

国有林林野事業特会については、治山事業の経理は、民有林は一般会計、国有

林は国有林野事業特別会計という区分を基本としておりますが、勘定の統合を実

施すべきではないかとの提言がございます。 

それから、事業評価の活用による事業の重点化の視点から、例えば、労働保険

特別会計の雇用保険三事業については、目標の質を高めた上で原則、全事業を目

標管理の対象として、事業の廃止を含めて厳しく見直しを行うべきだという御提

言をいただいております。 

こういった以外にも、検討の視点や具体的提言が挙げられておりますが、詳し

くはお手元の報告書御本体をごらんいただきたいと思います。 

９月の特会の集中審議では、私から特別会計改革についての考え方を示したい

旨申し上げたわけでありますが、私としては、こういった提言に沿った改革を早

急に行わなければならないと思っております。今回、具体的に指摘されなかった

特別会計についても、この報告書の考え方に基づいて、着実な見直しが進められ

なければならないと思います。 

関係府省においては、「基本方針2004」に基づいて、年内につくられる改革案に

おいても、この報告書の考え方や提言を十分、踏まえることを期待しております。 

今後、諮問会議で建議、それから特別会計の見直しについて、これらの内容を

踏まえて議論を行っていただきたいと思っておりますが、特に、「平成17年度予算

編成の基本方針」や、「改革と展望」の改訂版、あるいは「基本方針2005」にこう

いった内容を十分反映させていただきたい。 

是非、よろしくお願い申し上げる次第でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。いろいろ御議論があろうかと思いますが、

財政につきましては、別途、時間をしっかりと取るつもりでおりますので、今日

のところは御報告のみとさせていただき、差し支えなければ次のテーマに移らせ

ていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 
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平成 16 年第 29 回 議事録 

○規制改革（市場化テスト）について

（竹中議員） それでは、今日は「市場化テスト」について御審議をいただきます。 

「市場化テスト」につきましては、９月10日の諮問会議で一度議論をさせてい

ただきました。そのときに、民間議員から「法制化の問題も含めて、平成18年度

までのスケジュールを明確化していただきたい」ということと、「平成17年度のモ

デル事業については、ハローワークの問題も含めてしっかりと検討していただけ

ないか」といった２つ提起をいただいております。その際、総理からも「まずは

平成17年度に試行的に導入するモデル事業をしっかりと成功させていただきた

い」という御発言をいただいております。 

これらを踏まえまして、まず、村上大臣と宮内議長から御発言をお願いいたし

ます。 

（村上臨時議員） 規制改革・民間開放につきましては、前回の当会議において、ま

ず、混合診療解禁の問題について御審議いただいたところでございます。 

本日は、混合診療以外の課題について、特に重要なものとして「市場化テスト」

や中医協の改革などを中心に御説明させていただきます。 

「市場化テスト」につきましては、本年９月の当会議において、先ほど谷垣大

臣からお話ございましたように、総理より、「まず、平成17年度に導入するモデル

事業を成功させてほしい」との御指示をいただいております。現在、対象事業の

決定等に向け、鋭意調整を進めているところでございます。 

特に、社会保険、ハローワークについては、先般、募集を行った民間提案にお

きましても、非常に多くの提案が提出されており、モデル事業の選定における昀

も重要なテーマと考えております。 

また、混合診療を含め、医療制度全体に大きな影響を与える中医協の改革は、

我が国社会保障の構造改革を進めていく上で極めて重要な課題と考えております。

これらの課題を始め、詳細につきましては、後ほど宮内議長さんより御説明い

ただきたいと考えております。 

規制改革・民間開放の今年度の重点事項につきましては、年末の推進会議答申

に向け、いよいよ大詰めの時期に差しかかってまいりました。私としても閣僚折

衝を通じて、規制改革・民間開放の実を上げられるよう、引き続き努力してまい

りますので、諮問会議議員の先生方の皆さんのなお一層の御理解と御支援をよろ

しくお願いします。 

以上であります。 

（竹中議員） それでは、宮内議長お願いします。 

（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下「宮内議長」） 宮内でございます。 

ただいまの村上大臣のおっしゃいましたとおり、本日は先般の混合診療の解禁

と並んで、私どもの昀重要課題としてとらえております「市場化テスト」などを

中心として御説明を申し上げたいと思います。 

「市場化テスト」につきましては、９月10日にもこの場で御審議いただき、法

制化を含めた平成18年度の完全実施へのスケジュールを策定すること。ハローワ
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平成 16 年第 29 回 議事録 

ークをモデル事業とすることについての検討を進め、報告するよう御指示をいた

だきました。 

ただいま、竹中大臣からのお話のとおり、「平成17年度に試行的に導入するモデ

ル事業を成功させよ」という総理からの御指示もいただいております。 

お手元の資料の２ページ目をごらんいただければと思います。私どもは小泉政

権の下で、非常に難題でございました規制改革が、この３年余りで大きく進んで

まいったという認識をしております。これは狭義の規制改革のみならず、官業の

改革、行政改革も進展してまいりました。郵政三事業の公社化・民営化、道路公

団民営化などは、総理の強いリーダーシップによりまして実現へと導かれており

ます。 

また、石油公団の廃止を含めた数多くの特殊法人改革、国立大学病院を含めた

国立大学の独立行政法人化なども実現いたしました。 

更に、大学経営、病院経営につきましては、まだ課題は残るものの、株式会社

等の参入も認められ、構造改革は着実に進展しているという認識でございます。 

しかし、実は改革すべき官業はまだ多く残されております。例えば、この場で

も御指摘にございましたハローワークや、国民の関心が高まっている社会保険庁、

更には特殊法人・独立行政法人のさらなる改革など、枚挙に暇がございません。 

これまでは、総理の強いリーダーシップにより、個別の官業の改革は前進して

まいりました。当会議といたしましても、例えば812 事項にわたる官業について、

公務員でなければできないのかなどといった観点から、個別に民間開放の検討を

進めてまいりましたが、実は、この無数にございます官業を効率化し、同時に、

民需を創造するためには、これらの改革を包括的・横断的に進める必要があると。

そのやり方といたしまして、「市場化テスト」が実現するということが不可欠では

ないかというふうに考えております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。既に御説明させていただいてお

りますが、世の中にはまだ理解が十分でないという面もございますので、改めま

して「市場化テスト」とは何か、その意義につきまして申し上げたいと思います。 

「市場化テスト」とは、官が独占してきた公共サービスを民間との競争にさら

す。すなわち、市場においてテストすることによって官業の改革を効果的に進め

るやり方でございます。 

具体的には、特殊法人・独立行政法人などを含め、官が行うすべての公共サー

ビスを対象とし、民間から「是非私にやらせてほしい」、「今よりもっと効率的で

質のよいサービスが提供できる」と提案のあったものにつきまして、対等な条件

の下で官と民の間で競争入札を行い、質と価格を総合的に評価いたしまして、優

れた方が落札するという制度でございます。ここで重要なのは、官が自らのサー

ビスを効率化することによって落札することも当然にあるということでございま

す。市場でテストすることによって、官の側にもコストダウンや質の向上へのイ

ンセンティブが働くことになります。また、民が落札すれば、よりよい公共サー

ビスが国民に提供されるだけでなく、民間需要の創造にもつながるわけでありま
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平成 16 年第 29 回 議事録 

す。 

いずれにいたしましても、官業の改革が進み、国民は効率的で良質の公共サー

ビスが受けられる。非常に多くの利益を享受することができることになります。 

この「市場化テスト」は、既に欧米先進諸国などで数多くの導入実績がありま

すが、例えば、米国のインディアナポリス市では、官民いずれが落札した場合で

も、行政コストの削減やサービスの質的向上など、生産性の改善に極めて大きな

効果があったと言われております。それにつきましては、７ページに記載してお

ります。後ほど、御参照いただければと思います。 

日本の場合は海外とは異なりまして、国レベルの官業は極めて大きな地位を占

めており、まずは国が率先して「市場化テスト」の導入を図るべきと考えます。

換言すれば、巨大な官業が多く存在する日本こそ、昀も「市場化テスト」の導入

による恩恵が大きい国だと言えます。 

例えば、政府系金融機関と民間金融機関。国立大学法人・国立病院と私立大学・

民間医療法人、ハローワークと民間の有料職業紹介事業者など、既に民間でも類

似の事業を行っており、「市場化テスト」の姿をイメージしやすいのではないかと

思います。 

次に４ページをごらんいただきたいと思います。「市場化テスト」の導入スケジ

ュールでございます。 

今、どのようなタイミングにあるかと申しますと、平成17年度にモデル事業を

実施するためには、必要な規制改革等の法改正、官民間の競争条件均一化のため

の予算措置の手当が必要でございまして、一刻も早くモデル事業を選定しなけれ

ばなりません。 

しかし、ただいまのところ、各省の抵抗もございまして、難航しているという

のが実態でございます。是非とも、強いリーダーシップによりまして、年内にモ

デル事業が政府決定されますよう、御協力をお願い申し上げたいと思います。 

具体的に、どのような事業がモデルとして相ふさわしいかにつきまして、次の

５ページをご覧いただきたいと思います。当会議におきまして、10月から11月に

かけまして、民間から提案公募を行いました。結果、75の主体から119 の提案が

寄せられました。このうち、約半数に当たります54の提案がハローワーク及び社

会保険庁関連であり、両事業に対する民間からの参入意欲は非常に強いものが感

じられます。 

ハローワーク関連の事業につきましては、18の事業者から合計27の提案があり

ました。公設民営とは、現在、全国に約五百か所近くのハローワーク施設があり

ますが、そのうちのある一定の、例えば、一つの施設の運営全般を包括的に行い

たいといった提案でございます。単に定型的な業務の一部を民間にアウトソーシ

ングするのではなく、一つの組織単位の運営全般を民に任せるという点で、「市場

化テスト」に昀も相ふさわしい提案ではないかと思います。 

官直営の施設と、民間が運営する施設が併存することになり、官民の事業の効

率性や利用者満足度などの比較もできるなど、大きな効果が期待できます。これ
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は地域限定で規制改革を行う、いわゆる特区制度のように先行して社会実験を行

う意味合いでもモデル事業に相ふさわしいと考えます。 

また、職業紹介と職業訓練を一体化したサービスや、失業者対策が遅れており

ます中高年、若年者層に特化した職業紹介など、民間ならではのノウハウとアイ

デアを活かした提案も出できております。こうした民間の知恵を活かせるものに

つきまして、「市場化テスト」は大きな意義を持っていると思っております。 

次の６ページをごらんいただきたいと思います。社会保険庁関連の事業につき

ましては、23事業者から約27の提案がございました。ハローワークと同様に、全

国の社会保険事務所のうち、一つの施設を公設民営で包括的に運営したいといっ

た提案を始め、例えば、年金保険料の徴収、年金相談などをやらせてほしいとい

う提案が出されております。 

未納率が40％近くまで上昇しております国民年金、未加入の実態さえ十分把握

されていない厚生年金、国民のニーズに対応し切れていない年金相談など、社会

保険業務は、その組織・規模に比べまして極めて効率に問題があり、「市場化テス

ト」によって早急に効率化を図ることが必要と考えます。 

そのほかの御提案といたしましては、貿易保険、印刷局による出版、独立行政

法人雇用能力・開発機構の行う職業訓練事業の公設民営、刑務所などの行刑施設

など、幅広い提案が寄せられております。 

まだ制度の導入前で、「市場化テスト」の認知度が必ずしも高くない状況にもか

かわらず、短期間に多種多様の提案が寄せられました。制度が本格導入された際

には、更に多くの提案・アイデアが民間から出てくることが期待できます。 

こうした民間の活力を活かし、その期待を裏切らないためには、モデル事業の

選定に当たっては民間からの提案を昀大限に尊重すべきだと思います。少なくと

も、群を抜いて提案数が多かったハローワーク、社会保険庁関連の事業をモデル

事業とすることが必要であり、是非、この点につきまして議員の皆様に御審議い

ただきたいと存じます。 

昀後、７ページを飛ばしていただきまして、８ページにまいります。年末の答

申に向けました「市場化テスト」以外の重要な重点検討項目につきまして、簡単

に触れさせていただきます。 

混合診療は、先日の御報告で患者の方の思いを紹介させていただきましたが、

去る22日に東京大学、京都大学、大阪大学の三病院連名にて、村上大臣並びに当

会議に対しまして、混合診療解禁の要望書の提出がございました。先進的な医療

を提供したいと思う医師・医療機関にとりましても、混合診療の禁止がその妨げ

になっているということでございます。 

この混合診療の問題とも密接に関係する事項は、先ほど、村上大臣からお話ご

ざいました中医協の在り方の見直しでございます。 

本来の機能であります、保険に関する価格決定を超えまして、現在、中医協は

医療政策の重要な一翼を担う組織となってしまっております。委員構成の問題を

含めて極めて透明性が低い運営となっていると存じます。それが原因となったか
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わかりませんが、社会的な事件まで引き起こしたわけでございますが、自らの改

革を検討した結果は極めて不十分な内容にとどまっていると思います。 

そのような機関が、特定療養費制度での高度先進医療などの重要な決定を事実

上行っているということは極めて問題であろうかと思います。私ども会議では、

厚生労働省外に解体的に再設置するなども含めまして、組織の在り方の根本的な

見直しを主張しているところでございます。 

このほか、医療分野では、医療法人を通じた株式会社等の医療機関経営への参

加、地域医療計画（病床規制）の見直し、医薬品の一般小売店における販売、教

育分野におきましては、経営形態の異なる学校間の競争条件の同一化、いわゆる

バウチャー制度の導入でございます。 

学校に関する「公設民営方式」の解禁など、前身の会議からの検討事項でござ

いまして、政府決定されながら実現されていないものもあるなど、早く決着をつ

ける必要があろうと存じております。 

私ども会議といたしましても、できる限り努力をしてまいりたいと思います。

諮問会議の皆様方におかれましては、このような状況を御理解の上、是非、前向

きに御審議賜りたいと思います。 

ありがとうございました。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

民間議員から、ペーパーが出ております。奥田議員、お願いします。 

（奥田議員） 「市場化テスト」の導入に向けまして、民間議員から資料を出してお

りますので、私から説明させていただきます。お手元に「『市場化テスト』導入に

向けて」というタイトルで出ております。 

「市場化テスト」は、官の独占事業を民間と対等の立場で競争にさらすという

ことで、政府部門の効率化と公共サービスの質の向上、また、受け皿となる民間

企業の活性化をわかりやすい形で進める手法でありまして、内閣主導でこれを果

敢に取り組む必要があると思っております。 

本日は、平成17年度のモデル事業の進め方と、平成18年度からの本格実施に向

けて行うということについて提案させていただきたいと思います。 

まず、平成17年度のモデル事業の進め方でございますが、先ほどお話ございま

したが、75主体から119 の提案が寄せられております。これを昀大限に尊重して、

年末までに事業選定すべきであると考えておりまして、また、法令改正を必要と

するものがあれば、年度内にでも改正を行っていくべきだというふうに思ってお

ります。 

また、事業選定に当たりましては、人々の関心と効率化のニーズが高い事業を

優先いたしまして、国民に効果をわかりやすく示していく必要があると思います。

そういった意味で、これも先ほど御提案がありました、提案数の多かったハロ

ーワーク、それから、社会保険庁の事業については、公設民営等の提案を実現す

る方向でモデル事業とすべきであると考えております。 

平成18年度からの本格実施に向けましては、強固な枠組みを構築するために、
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仮称でございますが、「市場化テスト法」といったような法律を平成17年度中の早

期に策定いたしまして、関連する規制改革を含む包括的な法整備を行うべきであ

りまして、そのための準備室を早期に創設するとともに、法律案の骨格を「骨太

2005」に明記する必要があると考えております。 

また、サービスの質とコストに関する公正・中立な判定や、あるいは継続的な

モニタリングを実施していくために評価・監視体制の在り方を検討して、民間人

からなる第三者機関を設置すべきであると思います。 

更に、これに付随して、公務員の配置転換、あるいは出向といった処遇につい

ても検討する必要があると考えております。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、どうぞ御意見を伺いたいと思いま

す。本間議員どうぞ。 

（本間議員） 「市場化テスト」というのは、80年代にアングロサクソン系を中心に

しながら、公的部門の効率性というものが、ほかからチェックできない状況の中

で財政が悪化する、タックスペイヤーからの不満が増大するということで、これ

に対する効果的なアプローチとして検討されたわけでありますけれども、これは、

公共的サービスの質・量を一定とし、それを供給する際のコストが、現行の公共

セクターで提供されている部分のところと民間が代替的な形でやった時のコスト

の多寡を比較検証することによって、組織形態まで変えるのか、あるいは現行の

公的サービスというものを抜本的に見直すのか、こういう手法の中で定着したも

のでございます。 

この点で、我が国は、これまでほとんど試みがなされてなく、そのことが独占

的な公共的供給の非効率性を生み出してきたわけでありまして、この際、本格的

に「市場化テスト」の導入というものを私は考え、かつその過渡期においては、

公共的な現在の非効率性を徹底的に検証しながら是正するというプロセスづくり

が必要になってくるのではないかと考えております。 

その点で、先ほど宮内議長のお話の中にございましたとおり、１つの典型的な

事例としてはハローワークを、特に雇用の問題、数値的には現在改善をいたして

おりますけれども、ミスマッチ、質の変化に対して、これが効果的にきちんと対

応できているかということになりますと、かなり問題があろうかと思います。 

ＩＬＯ等の労働の問題はありますけれども、これは各国ともクリアーしている

問題でありまして、我が国だけがそれがあるからといってできないというのは、

私は非常に大きな論理的な矛盾があろうかと考えております。 

是非、その点におきまして、工程的な設計も含めてこれを推進すべきであろう

と考えております。 

以上です。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 有識者議員４名からの提案にダブったことを申し上げるようですが、

やはりかなり「市場化テスト」というのは有効であるために強固な抵抗が多いと

思うので、やはり持続力と構想力を持つ強固な枠組みをつくるための「市場化テ
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スト法」を平成17年度中に早急に策定して、関連する規制改革の包括的な法整備

を行わないと、なかなか実現しないだろうと思います。そのための準備室を速や

かに設置して、法律案の骨格を「基本方針2005」に明記するという提案を是非実

現の方向で作業していただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 本日は、混合診療の解禁はメインテーマではないということですが、

村上大臣、宮内議長から言及がありましたし、一言述べさせていただきたいと思

います。先ほど３大学の付属病院から提言があったということですが、外科学会

からもあったんですか。私は、そうした団体が今までこのことを発言しなかった

のは、言っても仕方がないと言いましょうか、諦めていたということだと思いま

す。しかし、幸い現在、こうした形で議論ができるようになって、そういうこと

ならば、あるべき姿について自分たちも発言しようということで提言したんだと

思います。 

是非とも政府の方でも、その意を汲んでいただいて解禁の方向で進めていただ

けたらと考えております。 

それと、これも宮内議長がおっしゃったことですが、やはり中医協の改革とい

うのは大変重要なテーマである。この会議でも申し上げましたけれども、中医協

自身あるいは厚生労働省自体に改革を求めても限界があるんではないか。やはり

第三者、例えば官房長官が主催される「社会保障に関する懇談会」のような透明

性のある第三者機関において、中医協の改革というのを早急に進めるべきだと考

えております。 

以上です。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

（本間議員） 「市場化テスト」とは、予算における単価の適切さをきちんと検証す

るための機会費用のインジケーターであります。私はこの予算単価が、どれほど

合理性・妥当性を持っているかということに、かなり疑問を持っております。 

そういう意味で、こういうものを使いながら、是非予算における適正な単価の

問題、これは知財計画でも議論になりましたけれども、その積算の部分にも非常

に大きく影響をしておる問題でございますので、是非その辺のところを踏まえな

がら積極的に、先ほど牛尾議員もおっしゃったとおり、法律的な対応も含めてお

願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） それでは、村上大臣、宮内議長から何かございましたら、どうぞ。官

房長官どうぞ。 

（細田議員） 明日、社会保険庁改革の会議があるでしょう。そこでこのような議論、

あるいは宮内議長のこの議論を、資料をそろえて紹介していただいたらどうでし

ょうかね。 

（竹中議員） そのようにさせていただきます。 

（小泉議長） 具体的に、例えばハローワークにしても、どうやって「市場化テスト」
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をやるのか。あるいは、学校や保育園の公設民営、社保庁の民間委託にしても、

大雑把で良いんだけれども、どうやってやるか教えてくださいよ。どっちがいい

とどうやって判定するの。 

（竹中議員） 宮内議長どうぞ。 

（宮内議長） 例えば、ハローワークを自分達が運営したいといったときに、郵政と

同じでございますが、民間がやった場合とイコール・フッティングにコストを計

算して、「自分たちの方はこういうことができます。予算はこれぐらいいただけれ

ばできます」と。「国が使う費用としてはこれだけある」と。それを比べると、コ

ストとしてはどちらが高いかということは出てくると思うんです。 

それを、例えば新宿のハローワークを民間で運営するということになって、民

間業者に入札をさせるわけです。そして、官の現在のコストと一番民間の安いと

ころとを比べて、民間が安ければ、請負といいますか、何々株式会社にやらせて

みようかということでやると。 

しかし、事業そのものの指揮・命令系統については、勝手にやるのではなく、

例えば厚生労働省の職業安定局の指示に基づいて、公共性ということは担保して

やるという形になるわけです。 

そして、例えば３年とか５年とかという期間を与えまして、その期間が来れば、

また再入札するというようなことで、コストだけではわかりませんが、例えばコ

ストだけで言いますと、一番安いところに任すと、こういう業務をやるというこ

とを規定いたしまして入札させるということでございます。 

（小泉議長） そうすると、仕事に就けるかどうかと、幾らコストが安くても仕事に

就けなかったら仕方がないわけでしょう。それはどうやって判定するの。 

（宮内議長） 業務の質の問題であるが、やはり第三者機関をつくりまして評価して

いくということをやらないと安かろう、悪かろうになってしまう。ですから、基

本的には同じレベルの仕事をする、ないしはそれ以上の質の仕事をして安い方に

任すという考え方でございます。 

（麻生議員） 宮内先生、職業を探している求職者側と、人を探している求人側とに

基本的には分かれますでしょうが、そうすると職を探している人は個人ですから、

例えば個人が就職して初任給20万円ということになったときに、その間に立った

者は、求職者である会社からは金は取れますけれども、求職をしようとしている

人からも給料の何％といって報酬を取るということはできなくなったでしょう。 

（宮内議長） 現在のハローワークというのは、国の費用で職業紹介をしているわけ

です。民間では同じような仕事をしているわけですが、これは国からお金をもら

わないで雇用者からもらうと。 

今度の場合は、ハローワークを「市場化テスト」で民間がやるときには、やは

り国からお金を手数料としてもらうわけです。しかし、今までかかっていたより

も安く済みますよと。少なくとも同質のことがやれますと。 

（谷垣議員） １つ伺ってよろしいでしょうか。その場合、下請けをどこかにさせる

としますね。人はどうなるんでしょうか、例えば今までハローワークにいた人を
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使うのか、それとも請け負った人が人を連れてくるのかと。 

（宮内議長） これは民間議員のペーパーにもございますように、公務員の処遇の在

り方を検討するというふうに書いてございましたけれども、例えば、公務員が出

向して、ある程度これまでのやり方を教えてもらうとか、そういうことを含めて

制度設計しないといけないということでございます。 

（牛尾議員） 法律改正が必要でしょう。 

（宮内議長） はい。 

（奥田議員） 具体的には、配置転換あるいは出向させるとか、そういう形で人員の

維持というのは図っていかないと、簡単には解雇できないということですね。 

（宮内議長） 現在、ハローワークは正規職員が１万2,235 名、非正規職員が１万2,231

名と、半分は外部から持ってこないとできないという状況でございますから、そ

れを大半委託してしまうということで、十分これまでより効率性の高いものがで

きるというふうに考えております。 

（牛尾議員） 現実的には、テンプスタッフとかパソナもそうですが、いろんな斡旋

機関があって、現実に民間は民間を使っている方が多い。しかもランクによって

質も全部評価してくれる。今でも本当は官の費用でやっているものと、民でやっ

ているものが競争しているんですが、「市場化テスト」の場合は同じ条件でテスト

するから一層明確になるんですね。 

（竹中議員） 中川大臣どうぞ。 

（中川議員） 私もちょっと教えていただきたいんですけれども、民営化と官民競争

の「市場化テスト」は違うんですね。海外の事例に、道路維持管理というのがあ

りますけれども、小泉議長が行かれる前に、私もチリへ行って参りまして、チリ

はものすごい民営化が進んで、しかも外国企業も全く差別なくやっているんです

が、驚いたのは、高速道路を一定の基準で民間に造らせるんですが、上りと下り

で別会社につくらせて料金が違っている場合があるんだそうですね。 

安かろう、悪かろうではいけないわけですけれども、そこまで徹底するという

ことにもなるんですか。 

（宮内議長） そういうこともあり得るかもしれませんけれども、おっしゃったとお

り、安かろう、悪かろうではなく、いわゆる公共性ということは必ず担保すると。

これをしないと今までと同じで、民間に渡した途端に変になったということにな

る。公共性は担保し、なおかつ民間のやっている知恵で、今までより良いサービ

スで安くなる部分が、恐らく非常に多いというのが私どもの考え方です。 

（中川議員） その場合、責任はどこが負うんですか。 

（宮内議長） そういう意味では、やはり国が引き続き責任を持つということになろ

うかと思います。 

（本間議員） クオリティーの維持に関しては、やはり公的な部分が関与して、供給

されたものは一定のレベルをきちんと担保できているかどうかということは検証

しながら進めてまいりますから、今、牛尾会長がおっしゃったような、公務員の

身分をどのように振り分けていくかという問題は、派生的な問題としては出てく
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ることで、これは別個の問題として処理しなければならないんだろうと思います。

私も、イギリスで刑務所を民間が運営するような事例を十数年前に経験しまし

て驚いたんですが、今御指摘のとおり、セキュリティーの問題とか、あるいは再

教育の問題とか、そういうことを検証しつつ、移行期を設けてコストを節減しな

がら民間の英知を活用するというようなスタイルですので、そのやり方というの

はサービスによっては色々な形態があり得ると思います。道路の問題もそうです

し、刑務所の問題もそうです。ハローワークの問題もそれぞれの事例の中で、そ

の国の特徴がございますから、それをいかにうまく移行させていくかということ

が非常に重要な点だろうと思いますけれども。 

（竹中議員） 村上大臣、何かございましたらどうぞ。 

（村上臨時議員） 総理、ちょっと７ページを見ていただけますでしょうか。私が前

から非常に関心を持っていたのは、このインディアナポリスの例です。「落札者」

のところを見ていただきたいんですけれども、お互いに昀初はしばらく試行錯誤

があると思うんですが、何年かやっているうちに、「落札者」を民が取ったり官が

取ったり、官が取ったり民が取ったりと、そういう形でだんだん実績を積んでい

きますと、どちらがコストパフォーマンスが良いかというのが徐々に煮詰まって

くると思うんです。 

その点、先ほど牛尾先生が言われたように、昀初に何をターゲットにするか。

実は、麻生大臣、ハローワークの場合、ある民間の査定によりますと、一人の職

を見つけるのに、一人当たり８万円かかっているというデータがあるんです。と

ころが、ある民間企業では、もっとローコストでやっているということなんです。 

ある民間企業では、何十万人という人材がコンピュータに登録されているわけ

なんです。ですから、お客さんと職が欲しい人が瞬時にコンピュータで繋がれる

ので、ハローワークよりかなり安いコストでできてしまうそうです。 

それから、先ほど吉川先生が、外科の学会のことを言ってくれたんですけれど

も、本当にばりばりと技術をもってやっている先進的なお医者さんと、団体幹部

との間の意見の違いも出てきているんじゃないでしょうか。 

また、多額の医療予算に係ることを中医協がほとんどやってしまうことに対し

て疑問もあるでしょう。これは、予算の使い方からしても果たして良いのかとい

う意見もある。 

だから、先ほど吉川先生が言われたように、やはり中医協は自己改革ができな

いと思うので、第三者機関のところへ持ってきて、そこら辺でやっていただける

ような仕組みをお考えいただけたらと思うんです。 

（竹中議員） よろしゅうございますしょうか。それでは、「市場化テスト」について

は、是非これは強力に村上大臣、宮内議長のところで進めていただきたいと思い

ます。 

ポイントは２点、モデル事業については、ハローワーク、社保庁を視野に入れ

てしっかりと実現すること。今日はそういう意見があったことは事務的に尾辻大

臣、村瀬長官に伝わるように事務方にはお願いしたいと思います。 
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平成 16 年第 29 回 議事録 

それと、17年度中に「市場化テスト法」に向けてしっかりと歩み出すと、この

２点が重要だと思います。 

混合診療、中医協に関しましては、前回、尾辻大臣においでいただきましたと

きに、引き続き議論するということになっておりましたので、しっかりと対応し

たいと存じます。 総理どうぞ。 

（小泉議長） この「市場化テスト」、思い切りやってください。 

（麻生議員） １つだけ村上先生、もう終わった議論なのでよろしいんですが、医療

のいわゆる株式会社化というのがあるでしょう。自分のところでやっているから

よくわかるんだけれども、株式会社で1,000 床以上のベッドでやっているところ

は日本中で、私のところの病院しかないと思うけれども、自分のところでやって

いるからよくわかるが、経営者の資質はすごく大事である。ガバナンスが大事。 

（村上臨時議員） 優秀なお医者さんの中には、資本を上手く集めて、もっと立派な

設備の病院をつくりたいという人もいるんです。 

（竹中議員） それでは、どうもありがとうございました。 

（村上臨時議員） どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

（村上臨時議員、宮内議長退室） 

（伊藤臨時議員入室） 

○金融重点強化プログラム（中間論点整理）について

（竹中議員） それでは、伊藤大臣においでいただきまして、今、金融庁でとりまと

められております「金融重点強化プログラム」の中間論点整理について御議論を

いただきたいと思います。伊藤大臣からお願いします。 

（伊藤臨時議員） 金融担当の伊藤でございます。どうかよろしくお願い申し上げま

す。 

本日は、貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございます。この機

会を通じまして、「基本方針2004」で示されておりました「金融重点強化プログラ

ム」の策定に向けての中間報告をさせていただきたいというふうに思います。 

横長の資料を用意させていただいています。 

１ページを開いていただいて、基本的な考えのところを御説明させていただき

たいと思います。 

「基本方針2004」におきましては、平成17年度から18年度が重点強化期間とさ

れているわけでありますが、この期間においても金融セクターにおける構造改革

の手綱を緩めることなく、改革を推進していくために「金融重点強化プログラム」

を、平成16年末を目途に策定することとなっているわけであります。 

このプログラムについては、５つの柱を軸とした積極的な金融行政への転換が

うたわれております。この５つの柱は「強固で活力ある金融システムの構築」、「金

融機関の自主的・持続的な取組による経営強化」、「地域活性化・中小企業再生に

貢献する地域金融や中小企業金融の構築」、「利用者のニーズに対応した多様で高

度な金融サービスの提供」、「金融実態に対応した取引ルール等の整備とその下で
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の利用者の安心の確保」の５つであります。 

この柱を通じて、新しいプログラムを作成することによって、民間金融機関等

の創意工夫によりまして、国際的にも昀高水準の金融機能が利用者のニーズに応

じて提供させるようにすること、これを目指すものであります。 

そこで、私どもの現状認識でありますけれども、総理の強いリーダーシップの

下で構造改革が強力に推進した結果、「金融再生プログラム」が初期の成果を上げ

て、金融を巡るフェーズが大きく変わってきているというふうに思っております。

すなわち、主要行の９月期の決算を見ますと、不良債権比率は4.7 ％に低下を

いたしておりまして、２年半で半減目標を掲げてきたわけでありますが、この目

標の達成が視野に入るとともに、ペイオフ解禁拡大を予定どおり実施できる状況

にあります。 

このような節目のときを迎えて、金融行政も将来に向けて新たな方向を示して

いきたいと考えているところでございます。 

５つの柱の論点について、さまざまな議論をしてまいりました。その概要を２

ページから４ページに示しておりますけれども、時間の関係で後ほど質疑応答の

ときに詳細について御説明をさせていただきたいというふうに思います。 

５ページを開けていただければというふうに思います。 

それでは、このプログラムを一言で言うと、何をするのかということでありま

すが、私どもは国民のための金融システムを目指していきたいというふうに考え

ております。 

ポイントは２つあります。１つは、長年日本経済を苦しめてきた不良債権問題

というものを二度と起こさない、そのための再発防止というものをしっかりやっ

ていくということ。２つ目は、利用者たる国民ニーズに応えて、国民のために真

に役立つ金融サービスが提供できる金融システムを構築していきたいというふう

に考えております。 

それを中間の論点整理においては、金融サービス立国への挑戦という形で表現

し、そして骨太方針にも求められていたように、世界昀高の金融システムの実現

ということを目標に掲げさせていただきました。 

策定に当たっては、今後更なる議論を重ねて、そして現状認識を整理し、目標

を達成する上での課題を明確にした上で、それを解決していく戦略を立てていき

たいと考えております。 

中間論点整理の段階における現状認識、課題、戦略の基本的方向については、

５ページに記載させていただきました。 

６ページに移っていただければというふうに思います。 

そこで、我が国の金融システムが、真に利用者である国民の役に立っていくた

めには、あくまでも民間のプレーヤーが、自己責任原則の下で、自由な競争と創

意工夫により、国民のニーズに応えていくことが基本であります。その際、金融

行政そのものも変わっていかなければいけません。今後の金融行政の基本的な考

え方、これは３点ございます。 
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第１点が、現行の規制というものを総点検して、そして不要な規制というもの

を撤廃し、健全な競争というものを促進していく。 

第２点は、市場のプレーヤーが守るべきルールを整備して、消費者が不測の損

害というものを被らないように、視野の目線に立った必要な施策というものを実

施していく。 

そして３点目は、市場規律を補完する役割に徹する、つまり審判に徹していく

ということであります。 

このことによって、利用者が市場規律に基づいて自己責任の下で行動していて

いくことになります。 

こうして、我が国の金融が潜在力を発揮していく。その方向に向かって金融行

政を転換していきたいというふうに考えております。 

そして、昀後の絵をごらんいただくことができればと思います。 

７ページには、世界昀高の金融システムというものを実現していくために、６

つの戦略というものを掲げさせていただきました。 

具体的に説明をさせていただきますと、まずＩＴであります。経済構造改革を

推進していくためには、高コスト構造を是正していかなければなりません。その

中で、通信のコストが非常に高いというふうに言われておりました。小泉政権に

おいては、麻生総務大臣の下で力強いリーダーシップが発揮されて、今日までｅ

－Ｊａｐａｎ戦略に沿って改革が行われてきたわけでありますが、そのことによ

って、世界昀高水準のブロードバンドの環境ができたわけであります。 

そして、デジタル家電という新しい産業が花開き、更にはＩＴ関連産業が日本

経済の原動力の１つとなっているわけでありますが、このｅ－Ｊａｐａｎ戦略の

成果というものを金融面でも積極的に活用していくことが非常に重要であるとい

うふうに考えております。 そうしたことによって、コストを低下させ、効率を向

上させ、そしてイノベーションを促進していくことが大変重要でありまして、そ

の中で具体的に電子資金決済や、あるいは電子銀行取引、いわゆるｅ－バンキン

グに関する法律の整備というものを中川大臣や谷垣大臣にも御指導いただきなが

ら検討を進めていきたいというふうに考えております。 

第２に地域社会への貢献という観点から、各省との連携の下で、地域における

企業促進を図るなど、中小企業金融の円滑化を図るための施策が重要になってま

いります。 

第３に消費者保護という観点から、投資サービス法、仮称でありますけれども、

これを制定して、新しいルールづくりや、情報提供のための金融経済教育、そし

て情報提供窓口の設置などが求められます。 

第４に市場におけるプレーヤーとしての金融機関においては、これまで以上に

リスクコントロールを的確に行い、ガバナンスを強化することが求められます。 

第５に行政の在り方としては、信頼される金融行政を確立するという観点から、

これまでの金融行政の在り方を総点検して、市場参加者と行政当局の行動起案を

策定することが重要であるというふうに考えております。 
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以上の５つの戦略を通じて、我が国金融市場の国際的地位を向上させ、そして

世界昀高を目指していくことになりますが、その際、従前のような受け身の国際

的対応ではなくて、国際的なルールづくりに積極的に参加していくことが求めら

れます。これが６つ目の戦略であります。 

そして、この図の一番右に「貯蓄から投資へ」という図を表わしておりますけ

れども、これは国民の選択肢の幅を広げて、それで経済成長を支える資金の流れ

というものを確保して、そのことによって世界の金融システムの実現を着実に進

めていこうということを表わしたものでございます。 

以上が「金融重点強化プログラム」策定に向けての中間報告でございますが、

本プログラム策定に向けて、残すところ１か月余りでございますので、経済財政

諮問会議の先生皆様方の御意見、御提言を踏まえて、中身の濃いプログラムを仕

上げていくために全力を尽くしていく覚悟でございます。真に国民のためのプロ

グラムづくりになりますように、昀善を尽くしてまいりますので、どうか先生方

の御支援、そして御指導を賜わりますようお願い申し上げます。以上でございま

す。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、御意見がありましたら、どうぞ。 

吉川議員どうぞ。 

（吉川議員） 今、大臣が御説明になった、「金融重点強化プログラム」は、中間論点

整理だというお話だったんですが、率直に言いまして、少し具体性に欠けるんで

はないかという気持ちを持っております。もう少し具体的なことを議論する必要

があるんではないか。大臣もおっしゃったように、主要行については不良債権処

理が峠を越したというのが大方の見方だろうと思いますが、地域あるいは地方の

金融機関に問題が残っているというのが、これまた現在の大方の認識だろうと思

うんです。そうしたときに、やはり不良債権処理には、数値目標がかなり効果を

発揮したというのがここ数年の経験であるわけですから、地域の金融について、

不良債権処理の数値目標を掲げるようなことについて、どのように考えるのか。

もしそうすることが必要だということであれば、その工程表も含めて議論する。 

そのほか、具体的な論点として、これも前から議論されてきたことですが、日

本版ＳＥＣを設置するのかどうかという問題。 

このプログラムでは世界一の金融システムを目指すということなんですが、大

臣御承知のとおり、これは主要行も含めてですが、不良債権処理の問題は峠を越

してきたけれども、収益性に問題ありということが言われているわけです。金融

機関の収益性というのは、つまるところ何に依存するんだろうか。これは金融だ

けの問題ではないですが、昀後はイノベーションです。この点はものづくりとど

こも変わらない。イノベーションが昀終的に収益性を支える。 

そうしたときに、金融行政と金融機関の関係というのは、微妙な問題をはらむ

と思います。つまり金融というのは、たしかに特殊であって、金融システムの安

定は経済全体のインフラであるから、これは常にしっかりと担保しなければいけ

ない。だから、公的資金まで使っているわけです。 
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しかしながら、金融行政が行き過ぎると、民間の金融機関の創意とか、独立心

とか、そうしたものが削がれてしまって、イノベーションが失われる面がある。

ですから、これは言うのはやさしくが、実際に行うのは非常に難しいんだろうと

思いますが、両者のバランスをどのように取るのかというところが、金融行政の

アートなんだろうと思います。この点が今後の日本の金融行政の一つの大きな問

題になるんだろうと思うんです。 

地方の金融機関を中心にして、まだ金融システムの問題には若干問題があるか

もしれない。そこのところはきちんと金融行政が見ていかなければいけない。し

かし、中長期的には金融機関に創意工夫、民間の力を発揮してもらい、イノベー

ションを通して、高い収益を上げてもらわなければ、長期的に日本の金融システ

ムは、このプログラムにあるような世界一にはなれない。そこら辺を今後どのよ

うに見極めていくかということもプログラムの中で、もう少し具体的に立ち入っ

て議論していただいた方がいいのではないかと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員、どうぞ。 

（牛尾議員） 昨日もこのペーパーを、私は金融庁の方から御説明を頂戴したんです

が、不良債権問題を一応安定したところまでもってきたところについては、非常

に金融庁を評価することにやぶさかではありませんが、来年の４月のペイオフ以

降は、各金融機関、あらゆる銀行から証券会社、生保まで、経営の自己責任を確

立して、自分のことは自分できちっとやるという決意を持ってもらわないと困る

わけです。 

しかしながら、現実はもう大学院コースぐらいまで行っている銀行もあれば、

また小学校か中学校程度でいる銀行もあって、玉石混交しているわけです。少な

くとも、上位３分の１ぐらいに関しては、できるだけ個性のある多様化した金融

経営というものをしないといけない。不良債権時代に金融庁が強権発動したもの

ですから、みんな金融庁の方を向いて仕事をしている部分は確実にあるんです。 

ここにいろんなきれいなことを書いてあるけれども、やはり経営者は、マーケ

ットやコンシューマーを見て、しかも国内外を見て経営するということにもっと

精進しないといけない。金融庁が来ると、全部アポイントもキャンセルして待っ

ているが、過去３年間のいろんな事情からいって、これはもうやむを得ないこと

なんです。大学院コース並みの金融機関に関しては、これを意識的に解き放して

やる。もっと言葉遣いも丁寧に書かないといけない。手綱を締めるというか、こ

うしてやれと、何か標準化してがちがちにやっていくような印象を持たれてしま

っている。金融庁が悪いわけではないですが、銀行の方もそういう意識を持って

しまっているから、ここはやはり丁寧に、ペイオフ以降は、自立することをもっ

と基本的に考えて、いろんなタイプの経営があっていいと。 

ＭＯＦ担時代は、消費者金融のように、ＭＯＦ担に関係なくやっていたところ

はみんな利益を出して生き抜いたわけです。だから、今度もそういうことがあっ

て良いと思うので、その辺は、ここに書いてあることは非常に賛成ですし、特に

ＩＴの場合でも戦略的、効率的なＩＴ投資をすることは非常に賛成だけれども、
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みんなが型にはまったような、同じようなＩＴ投資することはおやめになった方

が良い。ついそういう印象になってしまうんですね。そういう点を丁寧にやって、

各銀行のレーティングを密かに付けて、もう手取り足取り指導するところはそう

されたら良いけれども、もう完全に一人歩きするときはもう自由にやらせるとい

うことまで考えることが大事ではないかと思います。以上です。 

（竹中議員） 麻生大臣、福井総裁の順番でお願いします。 

（麻生議員） 幾つか申し上げたいんですが、やはり歴史的に見て、日本というのは

士農工商で、工が商より上であった。だから、匠の人が商人よりは地位が高い。

だから、金融などは、金貸しを含めて余り良いイメージはない。これは歴史的事

実として認めなければいけないと思うんです。だから、両替商という江戸時代か

らのなごりからいったって、汗して働いた者の金をかすめ取るというイメージで、

大体商人というのはそういうイメージになっている。江戸の小説を見てもみんな

そうでしょう。事実としてそういう話から認めなければ話になりませんよ、この

種の話は。日本一になろう、世界一になろうとしても、こんなものなれっこない

んだから、そこからまず認めた上で話をしてもらわないと、こういう話はだめだ

と思うんです。 

例えば、1985年のプラザ合意から、１ドル240 円が120 円に円は暴騰したわけ

です。それ以来、明らかに製造業は間違いなく、そのころからビッグバンやって

いる。だから、製造業は全部成功したわけですよ。ここに昀たる方々がいらっし

ゃるけれども、こっちは成功した方ですよ。 

しかし、そのころ240 円が120 円になって、ぬくぬくと手にしたこの差益を何

に使かったかと言えば、国内の需要だの、内需拡大だのという財務省辺りの案に

乗せられてわんわんやって、地域は全部それを突っ込んだわけである。そういう

歴史的事実をきちんと知った上で言わないと、この種の話を聞いたら、みんな、「は

あ、はあ」と言って、その場で終わりですよ。だけど、お腹の中ではそう思って

ないから。 

そういった意味からいくと、そのツケ回しが今、来ているわけだから、基本的

にこの種のことをやっていくと、次に出てくるのは、日本の金融市場は、個人だ

けで1,400 兆円のお金を持っている金融市場に人が目を付けないはずがない。こ

の金はじっと寝ているんだから、「その金を俺たちに預けたら、こうやってうまく

ファンドマネージングしますよ」という人がいっぱい入ってくるわけです。それ

を、認めてもらわないとだめですよ。ハゲタカファンドとか何とか訳の分からぬ

名前を付けているけれども、それは食われる方が悪い世界なんだから、だからそ

ういう競争社会というのになってくるんです。 

昔、英国銀行の総裁をやったエディー・ジョージという者がいたけれども、こ

の人としゃべったときにイギリスを自慢するから、「イギリスはウインブルドンと

同じではないか」と言った。「どういう意味だ」と言うから、「場所はウインブル

ドンというイギリスの真っただ中にあるけれども、やっているプレーヤーはイギ

リス人なんか一人もいない。あそこのセンターコートでやっている者にイギリス
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人はどこにいるんだ」と言ったら、大笑いして、「イギリスのシティー、金融界は

えらく活気を呈している。彼らが歩くスピードを見ろ。お前が学生でいるときよ

り、少なくとも20％早くなった。歩くスピードですら、それぐらい私のところは

変わった。結果として雇用は増え、・・・」と言って、「マーチャルバンクなどは、

全部ドイツの銀行とかに買収されたけれども、私は全然違う考えだ。私はドイツ

の銀行の本社、マーチャルバンクを買ったアメリカのバンクの本社がイギリスに

来たんだと思っている」と言ったときに、その自信のすさまじさを改めて思い知

った。 

こっちは何となく外資に買われたとか、そういうイメージなんじゃないですか、

我々自身のメンタリティーとして、そこがある間、世界昀高の金融市場ができる

わけがない。 

言うは易しなのであって、行うのは意識改革を昀も変えなければいけない。そ

このがんみたいになっているのが、多分金融庁の役人の頭の構造なんです。だか

ら、そこのところからよほどきっちり変えてやらないといけない。 

金があって、ゼロ金利でも企業は金を借りないなんていう状態での経済学の本

なんて書かれたことはない。今まさに日本でそれが起きている。この間資料をい

ただいたが、これだけ毎年、企業は25.6兆円の返済超だというんだから、そこに

20兆円の預金が増えて、45.6兆円のデフレ圧力だという。そんな国はない。金は

えらいことになっているんですよ。その金をどうやって運用するかということに

なると、今までの知識で個人から預かって企業に貸していて、その企業が借りな

いとなると、全然別な発想をやらないといけない。一体何をするのかを銀行の人

に聞きたいんです。そうすると、みんな黙って、えらい銀行の方はみんな、何て

嫌なことを聞く者だという顔をして私の顔を見られて、大体あとは会話がなくな

る。 

まあそういう要らぬことだけしか申し上げないんですけれども、是非。 

（小泉議長） ちょっと付随的に意見すると、世界一の金融機関がどういう金融機関

かというモデルを示してよ。どういうことやっているんだと、わかりやすく。こ

れが世界一だということをやってよ。世界一の銀行が今どういうことをやってい

るんだと、日本は今どうなんだと、そこまで行くにはどういうことをやれば良い

んだということが分かれば、ちょっと具体的な例を考えて、これが世界一の金融

機関ですと。こういうことをやっていますということをわかりやすく国民に説明

してよ。 

（牛尾議員） 各国は、そういう努力をし始めましたね。上の方はそろそろね。 

（小泉議長） 晴れのときに傘を差して、雨のときに傘を取ってしまうというのでは

ない。「世界一の金融機関とは」というモデルを示した方が分かりやすいでしょう。

（竹中議員） 全員手が挙がっておりますが、済みません、福井総裁。 

（福井議員） 総理のおっしゃる、どんな金融機関が世界一かというと、私は、世界

中のどこの市場でも、その市場にあるリソースを十分我がものとして活用して、

昀高の金融サービスを提供できる金融機関のことだと考えている。場合によった
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ら、日本の豊かな資源の上に活躍する金融機関として、これからはもっともっと

外国の金融機関が増えるかもしれない。しかし、日本の市場というのは、総理も

御承知のとおり、日本全体として対外ネット資産が非常に大きい国ですし、国内

で見るとそれを様々な主体がブレークダウンして保有しており、家計もたくさん

の貯蓄を持っている。 

日本の金融機関は、多くのリソースがあるこの地を母国として、国際的な展開

もやっていくわけですから、ウインブルドン現象というけれども、イギリスの金

融機関よりは本当はより強い競争力を持てる潜在力はあるというふうに思います。

それで、ペイオフ解禁後将来に向かっては、やはりまずは日本の企業、あるい

は家計の活動の可能性をもっともっと広げるように、つまり日本の経済の将来を

切り開いていくという方向で、日本の資源や、場合によったら外国の資源も活用

しながら、積極的に企業、家計の活動をサポートできるような金融機関にならな

ければいけない。これが基本なんです。 

今、伊藤大臣が金融再生プログラムの次の課題として「金融重点強化プログラ

ム」を御提案なさって、タイミングとしては、私は今がベストだと思っています

し、積極的に支持したいと思います。今回の中間決算の示す姿というのは、十何

年もかけて不良債権問題の処理が相当進んだということですが、同時に各金融機

関にとって自己資本の制約が緩和されたと。つまり、自己資本を過去の問題処理

のために使い尽くすというんではなくて、これからは、私が申し上げましたよう

に、前向きに企業や家計の活動をサポートしていける方向に、資本が振り向けら

れるようになったということですので、その方向で金融行政の姿もはっきり衣替

えしていくことが非常に大事だと思っています。 

１つだけ大事なことがあると思いますのは、国民の一般の皆様の認識にもう少

し明確に認識してもらわなければならないことがある。 

それは不良債権問題の処理が峠を越し、あるいはほぼ完了し、ペイオフ解禁も

来年の春には完全にできるようになりますが、できた後と、今まであるいはそれ

よりもっと前と比較して、不良債権問題の処理が終わり、ペイオフ解禁が終わり

ましたという姿は何だというときに、国民一般の皆様の持っているイメージが、

高度成長時代の昔のように、「なぎ」のような金融市場と、金融機関というのは一

切倒産しない、金融機関については破綻リスクはないんだ、というふうな世界に

戻るんだという感覚は消さなければいけない。 

ここが一番大事になっているので、これからはさっき申し上げましたとおり、

日本の市場も外国の市場もつながっていって、金融機関は、そのような市場で大

変激しい競争に打ち勝っていかなければならず、大手と言えども、あるいは中小

の金融も含めて、新たに新陳代謝の激しい世界に入っていくことになる。 

金融機関の破綻リスクがないという世界に戻るのではなくて、破綻リスクのあ

る世界に積極的にチャレンジしていくことが非常に大事で、そこで金融行政とし

てはイノベーションを促進させながら、しかし、昀後の締めくくりとしてシステ

ミックリスクだけは起こさせないという組み立て方なんだという認識を広く国民
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の皆さんに持っていただかないと、わずかな金融機関の破綻が起こることすら、

国民がなお恐れるということであれば、引き続き金融行政の転換を妨げると思う

んです。引き続き厳しくウォッチせよ、監視せよということで、ここが一番難し

い点だと思うんですけれども、あえてその転換がやはり必要であり、その時期が

近づいていると思っております。 

（竹中議員） 細田官房長官。 

（細田議員） 一昨年の金融機関組織再編成法の際も「これは昭和40年ぐらいに見た

特定産業振興法のような臭いががする」と言ったが、このプログラムもそういう

臭いがするんですね。だから、国が引っ張っていくと産業が良くなるとか、経済

産業省はそういうことはもう既に諦めているわけだけれども、金融庁もこのとこ

ろ、いろいろやってきたんだけれども、銀行を引っ張り回すようなことではなく

て、競争の場をつくって、規制を緩和することのほうが重要なのではないか。あ

まり特定の産業の姿について目標を示すということをやめて、もっとソフトに取

り組んだ方がいいような気がしますね。 

（竹中議員） 中川大臣、どうぞ。 

（中川議員） 元銀行員で、今、経済産業省にいる私は、話をしようと思ったら、何

か力を抜けてきてしまうんですけれども、さっき日銀総裁がおっしゃったように、

新たな金融、日本の在り方として、非常に意欲的な伊藤大臣のペーパーを拝見し

て、やはり昀後のページで言いますと、貯蓄から投資へ、貯蓄もペイオフによっ

てリスクが高くなる。それから、投資というのも勿論基本的にはシステムが前提

ですけれども、リスクが高くなる。そうすると、色々なプレーヤーがそれぞれ自

己責任を持ってリスクを負ってやっていく、そして総裁がおっしゃるようにシス

テムリスクがなくなるようにするという前提で、しかし、リスクはありますよと

いう時代にみんなが共通認識を持っていくということを前提に。 

そこで、この中で金融機関と金融行政との関係、護送船団方式から緊張関係に

もうなっているわけですけれども、私はこの中で１つだけ欠けている部分がある

んではないか、その１つは外部監査の存在がどうなっているのかと。ここ数年の

大きな経済的、あるいは金融的な出来事の中で外部監査、特に監査法人の果たし

ている役割というのは、色々な意味で大きいわけで、しかもこの監査法人という

のは、これまたもういまや大手４社になって、寡占状態である。しかも、この監

査法人は金融庁の下にある。そうすると、金融庁にと監査法人の緊張関係が、一

体あるのかないのか。今後どういうふうに考えていくのか、この辺をきちっとし

ておかないと。何か監督する人と監査する人が、昀後は後ろでつながっていると

いう様な噂が流れないように、あるいは今後はシステムとしてきちっとしないと、

この肝心な素晴らしいシステムが、その一点だけで全部が壊れる可能性がありま

すから、その辺はどういうふうに大臣お考えになってるのか、是非教えていただ

きたいと思います。 

（竹中議員） 本間議員、どうぞ。 

（本間議員） もう皆さんおっしゃったことにも共通するわけですけれども、私は竹
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中前金融担当相の行政というのは、緊急避難的な不良債権処理、それもメガバン

クに特化した形で集中的にこなして、非常に貢献だったんだろうと思います。そ

の意味で、非常にシステム全体の安心感、信頼性が高まった。では、その次のス

テップで何をするんだということが、この中間論点整理を拝見していまして、一

挙にどこかに飛んでしまっている。抽象的な「世界昀高水準」というふうな言わ

れ方をすると、まず具体的な手法が一体どうなっているんだ、工程表が一体どう

なっているんだというようなことがイメージできないんです。例えば、地方銀行

に対して今までやってこなかった問題、これはどういう具合に進めるんでしょう

かというような問題、そしてそれ以外にも、例えば、世界昀高水準の金融サービ

スをするんであれば、銀行と証券と保険との関係をどういう具合に関係づけるん

でしょうか。こういうことが総体として描かれておりませんと、「貯蓄から投資へ」

と一挙に言われましても、これはどこか「税制改革のときにもあったね」という

ような話で、表層的なイメージがありますので、是非ここら辺は金融庁が何をし

て、そしてプレーヤーがどういうことを要請されて、そしてそれを全体としてガ

バナンスとして、国家、国民経済の中でどのようにコントロールしていくか、こ

ういう主語と行為の部分のところを、もう少し整理をしていただいて、これは中

間報告ということでございますから、是非仕上げのときには、道筋が具体的に描

かれていくということを期待いたしたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員、どうぞ。 

（奥田議員） ５ページの一番右側の「戦略の基本的な方向性」の一番下にある、「戦

略的見地から国際的なルールづくりに積極的に参加」という言葉が出てきている

んですけれども、どういうことを実際に具体的にお考えになっているのか非常に

難しいことだと思うんです。 

これは、正直言ってだれが書かれた文書が分かりませんけれども、この戦力的

と言ってもいろんな戦略があるでしょうし、また国際的なルールといっても、国、

地方、あるいは地域によってルールか色々違うでしょうし。それから、積極的に

参加すると言っても、積極的にリードしていくのか、あるいは着いていくのか、

新しいものをつくるのか、いろんな意味がこの一番昀後のところには、色々な意

味が、物凄い意味が含まれていると思いますので、是非次回にはここをもうちょ

っと具体的にどういうことをお考えになっているのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

（竹中議員） それでは、伊藤大臣。 

（伊藤臨時議員） 大変、多岐にわたる貴重な御示唆や、あるいは御提案をいただき

まして、本当にありがとうございます。すべて対して的確に答えられるかどうか

分かりませんけれども、一生懸命お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、一番重要なことは、先ほど福井総裁からもお話がございましたように、

フェーズが変わったということであります。 

今までは、日本経済を苦しめてきた不良債権問題を解決するために、不良債権

比率半減という強烈な規律づけを行ってきたわけでありますが、この問題の解決
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がなされる状況になってきて、これからは不良債権が正常化する中で、経営の自

由度というものが増していく。その結果、金融機関の経営というものも消費者を

見て、利用者を見て、経営資源というものを投入して、そして利用者の評価に応

えられるような、魅力ある金融機関をつくっていくことが非常に重要であると思

っております。その中で大切なのは、まず創意工夫がしっかりできるような環境

にしていくということ。そこは、先ほど来お話がありますように、金融庁が箸の

上げ下ろしのようなことをするんではなくて、経営の自由度ということをしっか

り保証していくということ、更にはその自由な競争というものができる環境とい

うものをしっかりつくっていかなければいけないというふうに思っております。 

そうした中で、今まで金融業というのは競争が余り起きておりません、新陳代

謝であるとか、異業種の方が参加するということも余りない業態でありましたの

で、いろいろな方が参加をして、イノベーションが起きて、そして金融全体の機

能が強化する方向に持っていかなければいけないというふうに思っております。

だからこそ、規制改革が非常に重要でありますし、その裏側で利用者の方々が安

心して金融機能というものを活用できるように、利用者保護というものもしっか

りやっていかなければいけないというふうに思っております。 

また、地域の金融機関の問題について御指摘がございました。これは、「リレー

ションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を進めてい

くということで、主要行とは別のアプローチをさせていただきながら、それぞれ

の金融機関がさまざまな機能強化に向けての取組みをしてまいりました。全体的

に進捗をして、不良債権比率も下がってきている状況であります。これからは、

更に競争環境の中で、こうした取組みを深化させて、拡大させていくということ

が非常に重要でありますし、また金融面だけで金融機能を強化していくことはで

きませんので、関係省庁の皆様方と政策的な連携を図りながら、しっかりとした

地域金融の機能強化というものを実現していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

それから、日本版ＳＥＣの問題でありますけれども、これは市場監視機能を強

化していくということは言うまでもないというふうに思っております。ただ、日

本版ＳＥＣのような形が良いかどうかということについては、これは議論のある

ところでありまして、今の金融庁の体制というのは、機能別業態、横断的な形に

なっておりますから、その中でしっかりとした監視機能というものを強化してい

きたいと思っております。 

それから、歴史に学びながらやっていかなければいけないというお話がござい

ました。特に金融の分野においても人材の育成というものが非常に重要であると

いうふうに思っております。そうした人材が集まるような魅力的な業界になって

いかなければいけないと思いますが、その中でもやはり競争環境をしっかり整備

していくということが非常に重要であると思っております。 

また、やはり金融庁が何か産業指導的な形になってはいけないというお話がご

ざいましたが、私どもそのことを十分認識をしておりますので、その意味で民の
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活力をできるだけ引き出していくような行政に大きく転換をしていかなければい

けない。そのために、金融庁自らが厳しい自己規律というものを課していかなけ

ればいけませんし、その証として行動規範というものをしっかり策定していきた

いと思っております。 

それから、中川大臣から、外部監査の重要性について御指摘がございました、

これは公認会計士法を改正させていただいて、公認会計士監査審査会というもの

を設けさせていただいて、この独立した組織の中で日本の監査に関する信頼性を

高めていくということに今、取り組んでいるところでございます。この審査会の

機能というのを充実させていきながら、中川大臣から御指摘をされている点につ

いて、しっかり対応していきたいというふうに思っているところでございます。 

そして、昀後に総理からも、どういうことが世界昀高水準だというお話がござ

いましたけれども、これはやはり日本の潜在的な力を引き出していくと、国民が

真に求める金融サービスを提供できる金融機関になれるんだと思います。そのこ

とを地道に実現していくことが、私は世界から見ても、世界に誇れるような日本

の金融の在り方につながっていくんではないかと思っております。今までは、不

良債権の重石でなかなか自由な経営というものができませんでした。これからは、

そうしたステージから大きく変わって、経営の自由度というものが大きく広がっ

ていくわけでありますから、利用者に向かって、利用者が望むようなサービスを

提供していくと、その地道な努力の中に世界昀高水準へという道筋が見えてくる

のではないかというふうに思っておりますので、そうした問題意識を持ちながら、

総理から御下命の点をしっかり実現していくために努力をしていきたいというふ

うに思っております。 

以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、私が意見を言うと、また

大変長くなると思いますので、何も申し上げませんが、今日の意見を踏まえて中

間論点整理から昀終報告に向けて、特に３点お願いしたいというのが皆さんの御

意見ではないかと思います。 

第１の点は、当面の課題として、地域金融機関に焦点を当てて、それをしっか

りと強化していくシナリオ、数値目標を含めて、やはり計画には織り込んでいた

だく必要があるのではないかということだと思います。 

第２の点は、貯蓄から投資へという、以前から言っている非常に大きな目標つ

いても、やはり数値目標が考えられるのかと。日本版ＳＥＣが良いかどうかはと

もかくとして、何らかのステップが必要なんではないかということだと思います。

第３の点は、より大きな問題でありまして、これは中川大臣や本間先生が言っ

たことと関連するのですが、やはりガバナンスというものについて、根本的に再

検討してくれということなのではないかと思います。銀行というのは大変不思議

だと思います。90年代を通して、本来ですと株主のコーポレートガバナンスが効

いていなければいけない。更に、それに対して銀行は大蔵省が見ていたし、日本

銀行が見ていたと。更に加えて監査法人が見ていたと。にもかかわらず、こうい
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うことが起こってしまったと。それで、その後色々な政策を取るわけですけれど

も、公的資金を注入したところについても、返したところもあるけれども、また

再び公的資金を注入するはめになったところもある。そういうことについて、ガ

バナンスという観点から非常に大きなレビューを何らかの形でしていただくとい

うことなのではないかと思います。 

麻生大臣が言われた、この業界全体の問題等々も、私はやはりガバナンスにつ

いての問題なんだと思います。考えてみたら、バブルがどうして起こったのか、

その崩壊後どうなったかということのレビューを実際日本はやってないわけです。

そういうことを、全部金融庁だけでやれというのは大変だと思いますけれども、

是非金融行政のまさにフェーズが変わる段階で、そういうことも視点に置いたレ

ビューをしていただくということではないかと思います。本報告に向けて、是非

御検討をお願い申し上げます。 

以上です。それでは、以上をもちまして、本日の会議は終了とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

（以 上） 
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