
 

平成 16 年第 29 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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 
○ 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） 
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(概要) 

（竹中議員）  本日は、まず最初に、細田議員から三位一体の改革の現況報告、谷垣議員

から財制審の建議について報告をいただく。 

（細田議員）  三位一体の改革については、11 月 15 日の経済財政諮問会議で御報告させ

ていただいた。その後、国と地方の協議の場については、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った。 

また、地方から提案を受けて、四大臣会合を頻繁に開催いる。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各論について精力的に議論を進めて

いる。 

更に、総理から、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・与党三位一体の改革に関する調整会

合を開催し、三位一体の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

たところである。 

本日も、この会議の終了後、四大臣と与党政調会長等で三者調整を行うなど、明日、

11 月 26 日に三位一体の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

している。 

（谷垣議員）  11 月 19 日に開催され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」、「特別会計の見直しについて－フォローアップ－」を提出していただ

いたところであり、簡単に説明する。 

財政制度等審議会では、福井日銀総裁や石税制調査会長にも出席をいただき、財政

運営の在り方について重点的に審議をいただいた。建議においても、こういう財政総

論について重点的に提言をいただいたところである。 

お手元に、建議の主なポイントを簡単にまとめた横長の提出資料と、建議本体を配

布してある。提出資料に沿って説明をする。 

建議では、まず、現状認識が述べられており、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、これは追加的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おり、財政の信任が問われるに至っているとしている。 

こういう認識を踏まえて、建議は今後の財政運営のあり方として、次のような提言

を行っている。 

まず、財政運営の基本的考え方として、1990 年代のアメリカでは財政健全化への

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、民需主導の持続的な成長を確保し

ていくためには、財政健全化を強力に推進していくことが極めて重要であるというの

が１点目である。 

２点目として、財政制度等審議会の委員から提示いただいた、財政の長期試算があ

るが、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

おくと、将来にわたって一般会計の基礎的財政収支の赤字幅が、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指摘していただいている。こういう大幅な

ギャップを歳出、歳入の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。 
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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。 

平成 17 年度予算については、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る。 

平成 17 年度予算における各分野の歳出改革の取組みに関する提言も数多くいただ

いて、提出資料の２～３ページに記載しているので、是非、参照いただければと思う。 

次に４ページは「特別会計の見直しについて－フォローアップ－」の主なポイント

をまとめた。 

特別会計改革については、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だが、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思っている。 

この報告書では、去年の基本的考え方を踏まえて、幾つかの視点から個々の特別会

計の改革に向けた提言が行われている。 

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提言。国

有林野事業特別会計については、治山事業の経理は、民有林は一般会計で、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、勘定の統合を実施すべきではないか

との提言がある。 

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、事業の廃止を含めて厳しく見直しを行うべきだという提言をいただいた。

これ以外にも、検討の視点や具体的提言が挙げられている。 

９月の特別会計の集中審議では、私から特別会計改革についての考え方を示したい

旨申し上げたわけだが、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いる。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う。 

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いる。 

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いるが、特に、「平成 17 年度予算編成の基本方

針」や、「改革と展望」の改定、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。 

 

○規制改革（市場化テスト）について 

（竹中議員）  「市場化テスト」については、９月 10 日の諮問会議で一度議論をさせて

いただき、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つの提起をいただいている。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

ただいている。 
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これらを踏まえて、まず、村上臨時議員と宮内議長から発言をお願いする。 

（村上臨時議員）  規制改革・民間開放については、「市場化テスト」や中医協の改革な

どを中心に説明させていただく。 

「市場化テスト」については、本年９月の当会議において、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」との指示をいただいている。

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ある。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いても、非常に多く

の提案が出されており、モデル事業の選定における最も重要なテーマと考えている。 

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いる。 

これらの課題を始め、詳細については、後ほど宮内議長より説明させていただく。 

規制改革・民間開放の今年度の重点事項については、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きた。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、引き続き努力していくので、諮問会議議員のなお一

層の御理解と御支援をよろしくお願いする。 
（宮内規制改革・民間開放推進会議議長 以下「宮内議長」）  本日は先般の混合診療の

解禁と並び最重要課題としてとらえている「市場化テスト」などを中心に説明したい。 

    「市場化テスト」は、９月 10 日にもこの場で審議され、法制化を含めた平成 18 年

度完全実施へのスケジュール策定、ハローワークをモデル事業とすることについての

検討を進め、報告するよう指示をいただいた。平成 17 年度に試行的に導入するモデ

ル事業を成功させるという総理からの指示もいただいた。 

    資料の２ページ、小泉政権の下で、非常に難題である規制改革は、この３年余りで

大きく進んだ。官業の改革、行政改革も進展し、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実現へと導かれている。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した。大学経営、病院経営については、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。 

    しかし、改革すべき官業はまだ多く残されている。ハローワーク、社会保険庁、特

殊法人・独立行政法人のさらなる改革など、枚挙に暇が無い。 

    これまで総理の強いリーダーシップにより、個別の官業改革は前進してきた。当会

議も例えば 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かといった

観点から、個別に民間開放の検討を進めてきたが、無数にある官業を効率化し、同時

に、民需を創造するには、改革を包括的・横断的に進める必要がある。そのやり方と

して、「市場化テスト」の実現が不可欠と考えている。 

    ３ページ、「市場化テスト」とは何か、その意義について申し上げたい。 

    「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で官業の改革を効果的に進めるやり方である。 

    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、民間から今より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

ものについて、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

評価し、優れた方が落札するという制度である。 市場でテストすることで、官にも

コストダウンや質の向上へのインセンティブが働き、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。 

    いずれにしても、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、多くの利益を享受することができる。 
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    「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るが、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、生産性の改善に極めて

大きな効果があったと言われている。７ページも参照していただきたい。 

    日本は海外と異なり、国レベルの官業が極めて大きな地位を占めており、国が率先

して「市場化テスト」導入を図るべきと考える。換言すれば、巨大な官業が多く存在

する日本こそ、「市場化テスト」の導入による恩恵が最も大きい国だと言える。 

    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有料職業紹介事業者などは、既に類似の事業を行っ

ており、「市場化テスト」の姿をイメージしやすいと思う。 

    ４ページは「市場化テスト」の導入スケジュールである。平成 17 年度にモデル事

業を実施するために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あり、一刻も早くモデル事業を選定しなければならない。 

    しかし、各省の抵抗もあり、難航しているのが実態である。強いリーダーシップに

より、年内にモデル事業が決定されるよう、御協力をお願い申し上げたい。 

    具体的なモデルについては、５ページにあるが、当会議で 10～11 月にかけて、民

間から提案公募を行った。75 の主体から 119 の提案が寄せられ、約半数に当たる 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る。 

    ハローワーク関連事業は、18 事業者から合計 27 の提案があった。公設民営は、全

国に約 500 箇所近くあるハローワーク施設のうち一定の運営全般を包括的に行うと

の提案である。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、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」に最もふさわしいだろう。

官直営の施設と、民間が運営する施設が併存することで、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と、大きな効果が期待できる。これは特区制度のように、

先行して社会実験を行う意味でもモデル事業にふさわしいだろう。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いる中高年、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ある。 

    ６ページ、社会保険庁関連の事業は、23 事業者から約 27 の提案があった。ハロー

ワークと同様に、全国の社会保険事務所のうち、一定の施設を公設民営で包括的に運

営したいとの提案を始め、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

提案があった。未納率が 40％近くまで上昇している国民年金、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・規模に比べて効率性に問題があり、「市場化テスト」によ

って早急に改善を図ることが必要だろう。 

    その他には、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と幅広い提案が寄せられている。 

    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

わらず短期間に多様の提案が寄せられた。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る。こうした民間の活力を生かし、

その期待を裏切らないためにもモデル事業の選定は民間からの提案を最大限に尊重

すべきで、少なくとも提案数の多かったハローワーク、社会保険庁関連事業をモデル

事業とすることが必要だろう。 

    ８ページ、年末の答申に向けた「市場化テスト」以外の重要な重点検討項目につい

て簡単に触れたい。混合診療は、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て、混合診療解禁の要望書の提出があった。先
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進的な医療を提供したいと思う医師・医療機関にとっても、混合診療禁止がその妨げ

になっているようだ。 

    この問題とも密接に関係する事項として中医協の在り方の見直しがある。本来の機

能である保険に関する価格決定を越えて、中医協は医療政策の重要な一翼を担う組織

となってしまっている。委員構成の問題を含めて極めて透明性が低く、それが原因と

なったのかは分からないが、社会的な事件まで引き起こしたわけで、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う。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ことは極めて問

題であろう。私どもは、厚生労働省外に解体的に再設置するなども含め、組織の在り

方の根本的な見直しを主張している。 

    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、教育分野で

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が

ある。 

    学校に関する「公設民営方式」の解禁などは、前身の会議からの検討事項であり、

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る。 

    私どもも、できる限り努力をしたいので、このような状況を御理解の上、前向きに

審議いただきたい。 

（奥田議員）  「市場化テスト」の導入に向けて、民間議員からの資料を説明する。 

    「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、内閣主導で果敢に取り組む必要がある。 

    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

て行うことについて提案したい。 

    平成 17 年度のモデル事業の進め方については、寄せられた提案を最大限に尊重し

て、年末までに事業選定すべきと考えており、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である。 

    また、事業選定に当たっては、人々の関心と効率化のニーズが高い事業を優先して、

国民に効果をわかりやすく示していく必要がある。 

    そういった意味で、提案数の多かったハローワーク、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だと考えている。 

    平成 18 年度からの本格実施に向けては、強固な枠組みを構築するため、仮称であ

るが、「市場化テスト法」といった法律を平成 17 年度早期に策定し、関連する規制改

革を含む包括的な法整備を行うべきで、そのための準備室を早期に創設し、法律案の

骨格を「骨太 2005」に明記する必要がある。 

    また、サービスの質とコストに関する公正・中立な判定や、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。 

    更に、これに付随して、公務員の配置転換、出向といった処遇についても検討する

必要がある。 
（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、

公的部門の効率性が他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

て検討されたものである。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と、代替的な形で民間がやった時のコストの
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多寡を組織形態まで変えるのか、あるいは現行の公的サービスを抜本的に見直すのか

を含め、比較検証する、という手法の中で定着したものである。 

この点について、我が国では、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産み出してきた。この際、本格的に「市場化テスト」

の導入を考え、かつ、その過渡期においては、公共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作りが必要になってくると考えている。 

宮内議長の説明のとおり、１つの典型的事例としてハローワーク。雇用の問題は数

値的には現在改善しているが、ハローワークが、ミスマッチ、質の変化に対して、効

果的に対応できているかというと、かなり問題があろうかと思う。ＩＬＯ等の問題は

あるが、各国ともクリアーしている問題であり、我が国だけがそれがあるから出来な

いというのは、大きな論理的矛盾がある。 

是非、工程の設計も含めて、これを推進すべきと考える。 

（牛尾議員）  「市場化テスト」は有効であるために、強固な抵抗が多いと思うので、持

続力と構想力を持つ強固な枠組みを作るため、「市場化テスト法」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。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」

に明記するという民間議員からの提案を、是非実現の方向で作業していただきたい。 

（吉川議員）  混合診療の解禁について、先ほど３大学の付属病院から提言があったとの

ことだったが、外科学会からもあった。そうした団体が今までこのことを発言しなか

ったのは、言ってもしょうが無いと諦めていたのだと思う。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、あるべき姿について自分達も発言しようという

ことで提言したのだと思う。是非とも政府の方でも、その意を汲んで解禁の方向で進

めていただきたいと考えている。 

中医協の改革というのは大変重要なテーマである。前回の諮問会議でも申し上げた

が、中医協あるいは厚生労働省自体に改革を求めても限界があるのではないか。やは

り第三者、例えば官房長官が主宰される「社会保障の在り方に関する懇談会」のよう

な透明性のある第三者機関において、中医協改革を早急に進めるべきだと考える。 

（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検証するための機会

費用のインディケーターである。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いる。「市場化テスト」を用いなが

ら、予算における適正な単価の問題、これは地財計画でも議論になったが、積算の部

分にも大きく影響している問題なので、その辺のところを踏まえながら、牛尾議員も

言われたとおり、積極的に法律的な対応も含めてお願いしたい。 

（細田議員） 明日、社会保険庁の在り方に関する有識者会議がある。そこで本日の「市

場化テスト」の議論について、紹介していただいてはどうか。 

（竹中議員） そのようにする。 

（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」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

で良いので、どうやってやるか教えてほしい。どちらが良いと、どうやって判定する

のか。 

（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、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、「自分達はこういうことがで

きる、予算はこれぐらいもらえればできる。国が使う費用はこれだけある」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が出てくる。 

例えば、新宿のハローワークを民間で運営することになって、民間業者に入札をさ

 7



 

せる。官の現在のコストと民間の一番安いところとを比べる。そして、民間が安けれ

ば、請負と言うか、その株式会社にやらせてみようということになる。 

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、厚生

労働省の職業安定局の指示に基づいて、公共性を担保してやるという形になる。 

そして、例えば３年とか５年という期間を与え、その期間が来れば、また再入札す

る。コストだけではわからないがコストだけで言うと、一番安いところにこういう業

務を任せるということを規定して入札させるということである。 

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

かったらしょうが無いわけだ。それはどうやって判定するのか。 

（宮内議長）  業務の質の問題だが、やはり第三者機関を作り評価を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。だから、基本的には同じレベルの

業務をする、ないしは、それ以上の質の業務をして安い方に任すという考え方である。 

（麻生議員） 基本的には、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分

かれるが、そうすると職を探している人は個人が就職して初任給 20 万円ということ

になった時に、その間に立った者は、求職者である会社からは金は取れるが、就職を

しようとしている人からも給料の何％を報酬として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。民間で

も同じような仕事をしているが、これは国からお金をもらわないで雇用者からもらっ

ている。 

ハローワークを「市場化テスト」で民間がやる時には、やはり国から手数料をもら

うわけだが、今まで掛かっていたよりも安く済み、少なくとも同質のことがやれると

いうことである。 

（谷垣議員） その場合、下請けをどこかにさせるとしたら、人はどうなるのか。例えば、

今までハローワークにいた人を使うのか、それとも請け負った人が人を連れてくるの

か。 

（宮内議長）  民間議員の資料にも、公務員の処遇の在り方を検討するとあったが、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るとか、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ある。 

（牛尾議員） 法律改正が必要だろう。 

（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という形で人員の維持を図っていかな

いと、簡単には解雇できないということ。 

（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出来ないという状況である。それを、ドンと委

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出来ると考えてい

る。 

（牛尾議員） 現実的には、「テンプスタッフ」等、色々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。しかもランクよって、質も評価してくれる。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のだが、「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。 

（中川議員） 民営化と官民競争の「市場化テスト」とは違うのか。海外の事例に、道路

維持管理というのがあるが、小泉議長が行かれる前に、私もチリへ行ったが、チリは

民営化が進んでおり、しかも外国企業も全く差別がなく、驚いたのは、高速道路を一

定の基準で民間に造らせるのだが、上りと下りで別会社につくらせて料金が違ってい
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る場合があるそうだ。安かろう悪かろうではいけないが、そこまで徹底するというこ

とにもなるのか。 

（宮内議長）  そういうこともあり得るかもしれない。安かろう悪かろうではなく、公共

性を必ず担保する。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、なおかつ民間の知恵で、今までより良いサービ

スを安く提供している部分が、非常に多いというのが私どもの考え方である。 

（中川議員） その場合、責任はどこが負うのか。 

（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。 

（本間議員）  質の維持に関しては、やはり公的な部分が関与して、供給されたものは一

定レベルを担保できているかどうかということを検証しながら進めていく。牛尾議員

が言われたような、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るが、これは別個の問題として処理しなければならない。 

私も、イギリスで刑務所を民間が運営する事例を十数年前に経験し驚いたのだが、

今御指摘のとおり、セキュリティーの問題あるいは再教育の問題を検証しつつ、移行

期を設けコストを節減しながら、民間の英知を活用するというスタイルなので、やり

方というのはサービスによって色々な形態があり得ると思う。道路の問題もそうだし、

刑務所の問題もそうだ。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

徴があるから、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

思う。 

（村上臨時議員） 資料７ページを見ていただきたい。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ある。「落札者」のところだが、お互いに最

初はしばらく試行錯誤があると思うが、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、そういう形で段々実績を積ん

でいくと、どちらがコストパフォーマンスが良いかということが、徐々に煮詰まって

くる。 

その点、先ほど牛尾議員が言われたように、最初に何をターゲットにするか。ハロ

ーワークの場合、ある民間の査定によると、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。ところが、ある民間企業では、もっとローコ

ストでやっているわけである。あ る 民 間 企 業 で は、何十万人という人材をコンピ

ュータに登録されている。だから、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出来てしまう。 

それから、先ほど吉川議員が、外科学会のことを言われたが、本当に技術を持って

やっている先進的な医師と、団体幹部との間の意見の違いも出てきているのではない

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、疑

問もあろう。これは、予算の使い方からしても果たしていいのかという意見もある。 

だから、先ほど吉川議員が言われたように、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くるような仕組みを考えていただきたいと思

う。 

（竹中議員）  「市場化テスト」については、強力に村上臨時議員、宮内議長のところで

進めていただきたいと思う。 

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厚生労働大

臣、村瀬社会保険庁長官に伝わるようにしたいと思う。 

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
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点が重要だと思う。 

混合診療、中医協に関しては、前回、尾辻厚生労働大臣においでいただいたときに、

引き続き議論するということになっているので、しっかりと対応したいと思う。 

（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） もう１つ、医療のいわゆる株式会社について。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、

自分の所でやっているからよくわかるが、経営者の資質は凄く大事だ。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。 

 

（村上臨時議員、宮内規制改革・民間開放推進会議議長 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 

（伊藤臨時議員）  基本方針 2004 で示されている「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く。 

資料の１ページ。基本方針 2004 においては、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、「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になっている。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いる。５つの柱とは「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

の下での利用者の安心の確保」である。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、国際的にも最高水準の金融機能

が利用者のニーズに応じて提供させるようにすることを目指すものである。 

そこで、私どもの現状認識であるが、総理の強いリーダーシップの下で構造改革を

強力に推進した結果、「金融再生プログラム」が所期の成果を上げて、金融を巡るフ

ェーズが大きく変わってきていると思っている。すなわち、主要行の９月期の決算を

見ると、不良債権比率は 4.7 ％に低下をしており、２年半で半減目標を掲げてきた

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

る状況にある。このような節目の時を迎えて、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ある。 

５つの柱の論点について、さまざまな議論をしてきた。その概要を２ページから４

ページに示している。 

５ページ。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るが、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考えている。ポイントは２つ

あり、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

国民のニーズに応えて、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こと。それを中間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、そして基本方針 2004 にも書かれていたように、世

界最高の金融システムの実現ということを目標に掲げている。策定に当たっては、今
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後更なる議論を重ねて、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いる。 

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いた。 

６ページ。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る。その際、金融行政そのものも

変わっていかなければいけない。今後の金融行政の基本的な考え方、これは３点ある。 

第１点が、現行の規制を総点検して、不要な規制を撤廃し、健全な競争を促進して

いくこと。 

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を

被らないように、視野の目線に立った必要な施策を実施していくこと。 

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

うことである。 

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くこと

になる。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考えている。 

７ページ。これは、世界最高の金融システムを実現していくために、６つの戦略を

掲げている。 

まずＩＴについてであるが、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らない。その中で、我が国は通信のコストが非常に高いと

いうふうに言われていた。小泉政権においては、麻生議員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が、その

ことによって、世界最高水準のブロードバンド環境ができた。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考えている。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、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議員や谷垣議員にも御指導いただきながら検討を

進めていきたいと考えている。 

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、地域における起業

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くる。 

第３に消費者保護という観点から、投資サービス法、仮称であるが、これを制定し

て、新しいルールづくりを行ったり、情報提供のための金融経済教育や情報提供窓口

の設置などが求められる。 

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、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る。 

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規範を策定すること

が重要であると考えている。 

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

最高を目指していくことになるが、その際、従前のような受け身の国際的対応ではな

く、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る。これが６つ目

の戦略である。そして、この図の一番右に「貯蓄から投資へ」とあるが、これは国民
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の選択肢の幅を広げて、経済成長を支える資金の流れというものを確保し、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

のである。 

「金融重点強化プログラム」策定に向け、残すところ１カ月余りであるので、経済

財政諮問会議議員の意見、提言を踏まえ、中身の濃いプログラムに仕上げていくため

に全力を尽くしていく覚悟である。真に国民のためのプログラムづくりになるように、

最善を尽くしていくので、御支援、御指導をよろしくお願いしたい。 

（吉川議員）  「金融重点強化プログラム」の中間論点整理だということだが、率直に言

って少し具体性に欠けるのではないかという気持ちを持っている。もう少し具体的な

ことを議論する必要があるのではないか。伊藤臨時議員も言われたように、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と思うが、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も現在の大方の認識だろうと思う。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だから、地域の金融の問題について、不良債権処理の数値

目標を掲げるようなことを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。その他の具体的な論点として、これも

前から議論されてきたことだが、日本版ＳＥＣを設置するのかどうかという問題もあ

る。 

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だが、現在、不良

債権処理の問題は峠を越してきたが、主要行も含めて収益性に問題ありということが

言われている。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のだろうか。

これは金融だけの問題ではないが、最後はイノベーションだ。この点はものづくりと

どこも変わらない。イノベーションが最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。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。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、イノベーションが削がれてしまう面がある。したがって、これは言うの

はやさしいが、実際に行うのは非常に難しいのだろうと思うが、両者のバランスをど

のように取るのかということが、金融行政のアートなのだろう。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のだろうと思う。 

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

のではないかと思う。 

（牛尾議員）  不良債権問題を一応安定したところまでもってきたことについては、金融

庁を非常に評価することにやぶさかでないが、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。 
しかし、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、まだ小学校

か中学校程度にいる銀行もあり、玉石混交している。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をしないといけない。不良
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債権時代に金融庁が強権発動したので、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。 
中間論点整理にはいろんなきれいなことを書いてあるが、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である。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

はないが、銀行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

ていいとすべき。 
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。今度もそういうことがあっていいと思う。ここに書い

てあることは非常に賛成だし、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、みんなが型にはまったような、同じようなＩＴ投資す

ることやめた方がいい。ついそういう印象になってしまう。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、手取り足取り指導するところはそうすれ

ばいいが、もう完全に一人歩きするときは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う。 
（麻生議員）  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いい

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。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。江戸の小説をみても

みんなそうである。この種の話しは、事実としてそういう話から認めなければ話にな

らない。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、を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。 
例えば、1985 年のプラザ合意から、１ドル 240 円が 120 円に円は暴騰したが、そ

れ以来、製造業は間違いなく、ビッグバンをやっている。だから、製造業は全部成功

した。ここに最たる方々がいらっしゃるが、こっちは成功した方である。 
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、はあと言って、そ

の場で終わりだ。だけど、おなかの中ではそう思ってない。 
そういった意味からいくと、そのツケ回しが今、来ているわけで、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、個人だけで 1,400 兆円のお金を持って

いる日本の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ので、

「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ある。それを、認めてもらわないといけない。ハ

ゲタカファンドとか何とかわけのわからぬ名前くっ付けているけれども、それは食わ

れる方が悪い世界なので、そういう競争社会というのになってくる。 
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が、この人と話し

たときにイギリスを自慢するので、イギリスはウインブルドンと同じではないかと言
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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

だ中にあるが、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、お前が学生でいたときより、少なくとも 20％早くなった。歩くスピードで

すら私のところは変わった。結果として雇用は増え、・・・」と言って、「マーチャン

トバンクなどは、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、マーチャント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、そういうイメージではないだろう

か。我々自身のメンタリティーとして、そこがある間、世界最高の金融市場ができる

わけがないと思っている。 
言うは易しであって、行うのは意識改革を最も変えなければいかぬ。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である。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。この間資料をもらったが、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。だから、金はえらいことになっている。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。いったい何

をするのかを銀行の人に聞きたい。そうすると、みんな黙って、銀行のえらい方はみ

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。 
（小泉議長）  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

ルを示してほしい。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ほしい。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いいんだということが

わかれば、具体的な例を考えて、これが世界一の金融機関です。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ほしい。 
（牛尾議員）  各国は、そういう努力をし始めた。上の方はそろそろだ。 
（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わかりやすいだろう。 
（福井議員） 総理の言われたどんな金融機関が世界一かということについては、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活用して、最高の金融サー

ビスを提供できる金融機関のことであると考える。場合によっては、日本の豊かな資

源の上に活躍する金融機関として、外国の金融機関が増えるかもしれない。日本の市

場というのは、総理も御承知のとおり、全体として対外ネット資産が非常に大きく、

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。つまり金融のリソースをいっぱい持っている。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なの

で、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思う。 

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
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いう方向で、日本の資源や、場合によっては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

本である。 

今、伊藤臨時議員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」を提案されたが、タイミングとしては、私は、今がベストだと思っており、積極

的に支持したいと思う。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あるが、同時に各金融機関にとって自己資本

の制約が緩和されている。つまり、自己資本を過去の問題処理のために使い尽くすの

ではなく、これからは、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る。 

１つだけ大事なことで、国民一般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るが、そのできた後と、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、ペイオフ解禁が終った

姿は何だというときに、国民一般の持っているイメージとして、高度成長時代のよう

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

ついて破綻リスクはないというよ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、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、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、最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であるという認識を広く国民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。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が、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いる。 

（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 年頃の特定産業振興

法のような臭いがすると言ったが、このプログラムもそういう臭いがする。国が引っ

張っていくと産業がよくなるということはもはやないのだから、経済産業省もそうい

うことは既にあきらめているが、金融庁も銀行を引っ張り回すようなことではなくて、

競争の場をつくり、規制を緩和することの方が重要なのではないか。余り特定の産業

の姿について目標を示すということをやめて、もっと謙虚かつソフトに取り組んだ方

がいいような気がする。 
（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

が抜けてきてしまうが、さっき福井議員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臨時議員のペーパーを拝見して、やはり最後のペ

ージでいうと、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だけれども、リスクが高くなる。

そうすると、いろん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。そして福井議員がいわれたシステミック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

うことを前提にしている。 
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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

なっているわけだけれども、私はこの中で１つだけ欠けている部分があると思う。そ

の１つは外部監査の存在がどうなっているのかである。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、

いろんな意味で大きく、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、金融庁と監査法人の緊張関係が、一体あるのかないのか。その辺はどういうふう

に伊藤臨時議員はお考えになっているのか、是非教えていただきたい。 
（本間議員）  私は竹中前金融担当相の行政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、非常に貢献的だったと思う。その意味で、シス

テム全体の安心感、信頼性が非常に高まった。では、その次のステップで何をするの

だということが、この中間論点整理では一挙にどこかに飛んでしまっている。抽象的

な「世界最高水準」というような言われ方をしても、具体的な手法、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。例えば、地方銀行に対して

今までやってこなかった問題をどういう具合に進めるのかというような問題、そして

それ以外にも、例えば、世界最高水準の金融サービスをするのであれば、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のか。こういうことが総体として描かれ

ていないと、「貯蓄から投資へ」と一挙に言われても、これはどこか「税制改革のと

きにもあったね」というような表層的なイメージがある。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、そしてそれを全体のガバナンスとして、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、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したい。 

（奥田議員）  ５ページの「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」という記述について、どういうことを実際に

具体的に考えているのか、理解が非常に難しいところだと思う。「戦略的」と言って

もいろんな戦略があるだろうし、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がいろいろ違うだろうし、「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。この一番最後のところには、いろいろな意味が、ものすごい意味が含まれている

と思うので、是非次回にはここを具体的にお聞かせ願いたいと思う。 

（伊藤臨時議員）  大変、多岐にわたる貴重な示唆、提案をいただいた。 

まず、一番重要なことは、先ほど福井議員からも話があったように、フェーズが変

わったということである。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るが、この

問題の解決がなされる状況になってきて、これからは不良債権問題が正常化する中で、

経営の自由度が増していく。その結果、金融機関の経営において利用者を見て経営資

源を投入し、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

とが非常に重要になると思っている。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。金融庁が箸の上げ下ろしのようなことをす

るのではなくて、経営の自由度をしっかり保証していくということ。更には自由な競

争ができる環境をしっかりつくっていかなければいけないと思っている。 

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ない、または、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ったので、いろい

ろな方が参加して、イノベーションが起きて、金融全体の機能が強化される方向に持
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っていかなければいけないと思っている。だからこそ、規制改革が非常に重要である

し、その裏側で利用者の方々が安心して金融機能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思っている。 

また、地域の金融機関の問題については、「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

プローチをしながら、それぞれの金融機関が様々な機能強化に向けての取組みをして

きた。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る。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、拡充させていくことが非常に

重要であり、また金融面だけで金融機能を強化していくことはできないので、関係省

庁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を実現していき

たいと考えている。 

それから、日本版ＳＥＣの問題について、市場監視機能を強化していくことの必要

性は言うまでもないと思っている。ただ、日本版ＳＥＣのような形がいいかどうかに

ついては、議論のあるところであり、今の金融庁の体制は、機能別、業態横断的な形

になっているから、その中でしっかりと監視機能を強化していきたいと思っている。 

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話について、特に

金融の分野においても人材の育成が非常に重要であると思っている。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うが、その中でも競争

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いる。 

金融庁が産業指導的な形になってはいけないという話について、私どももそのこと

を十分認識しており、民の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

していかなければいけないと考えている。そのために、金融庁自らが厳しい自己規律

を課していかなければいけないし、その証として行動規範をしっかり策定していきた

いと思っている。 

それから、中川議員から指摘のあった外部監査の重要性について、これは公認会計

士法を改正させていただき、公認会計士・監査審査会を設けさせていただいて、この

独立した組織の下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

んでいるところである。審査会の機能を充実させていきながら、中川議員から指摘の

点について、しっかり対応していきたいと思っている。 

そして最後に、総理からも、どういうことが世界最高水準だという話があったが、

これは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のだと思う。そのことを地道に実現していくことが、私は世

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のではないかと思っている。

今までは、不良債権の重しでなかなか自由な経営というものができなかった。これか

らは、そうしたステージから大きく変わって、経営の自由度が大きく広がっていくの

で、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、その地道な努

力の中に世界最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

いる。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。 

（竹中議員）  私が意見を言うと、大変長くなると思うので、何も申し上げないが、今日

の意見を踏まえて中間論点整理から最終報告に向けて、特に３点お願いしたいという

ことだと思う。 

第１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を、数値目標を含めて、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。 
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第２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について

も、やはり数値目標が考えられるのではないかと。日本版ＳＥＣがよいかどうかはと

もかくとして、何らかのステップが必要なのではないかということだと思う。 

第３点は、より大きな問題であり、これは中川議員や本間議員が言ったことと関連

するが、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

はないかと思う。銀行というのは大変不思議だと思う。90 年代を通して、本来だと

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。更に加えて監査法人が見ていた。に

もかかわらず、こういうことが起こってしまったと。それで、その後いろんな政策を

取るわけだが、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う。 

麻生議員が言われた業界全体の問題等々も、私はガバナンスについての問題だと思

う。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いない。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うが、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う。本報告

に向けて、是非検討をお願いする。 

 

（以 上） 


