
平成 18 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：2006 年 12 月 14 日(木) 17:34～18:15 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長  安 倍  晋 三 内閣総理大臣 

議員  塩 崎  恭 久 内閣官房長官 

同  大 田  弘 子 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同  菅  義 偉 総務大臣 

同  尾 身  幸 次 財務大臣 

同  甘 利 明 経済産業大臣 

同  福 井  俊 彦 日本銀行総裁 

同  伊 藤  隆 敏  東京大学大学院経済学研究科教授 


（兼）公共政策大学院教授 

同     丹羽 宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同 御手洗 冨士夫 キヤノン株式会社代表取締役会長 

同  八 代  尚 宏 国際基督教大学教養学部教授 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）新中期方針（原案）について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○「日本経済の進路と戦略」（仮称）（原案） 

○『進路と戦略』の策定にあたって（有識者議員提出資料） 

（概要） 

○新中期方針（原案）について

（大田議員） 新中期方針「日本経済の進路と戦略（仮称）」の原案について御審議い

ただく。内閣府の担当統括官から説明する。 

（村瀬内閣府政策統括官） 前回御議論いただいた事項案をもとに原案を作成した。 

「はじめに」で「進路と戦略」の全体の要約を行っている。日本経済が長い停滞

のトンネルを抜け出し、ようやく未来への明るい展望を持つことができる状況とな

り、これから取り組むべきは、日本経済の〝負の遺産〞を取り除くための改革では

なく、新しい可能性を切り開くための改革である。今後我が国は変化に対応して新

たな国民生活と経済社会を創造し、それを通じて成長を実現していくことを戦略の

中核とする。この実現に向けた改革は、様々な環境にある国民にとって心の通うも

のでなければならない。 

このような「創造と成長」を実現した経済社会を「新成長経済」とし、その特徴
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を４本の柱として掲げている。第１は、自由で規律ある市場の下、イノベーション

の力と世界に開かれたシステムによって、日本経済の潜在的な力が引き出されるこ

と。第２は、努力した人が報われ、格差が固定化せず、複線型の生き方が可能とな

ること。第３は、社会の安全と健全性が保たれ、雇用、老後、子育てなどについて

国民の安心が確保されること。第４は、政府は経済社会の変化に柔軟に対応し、効

率的にその役割を果たすことである。対象期間は今後５年間としているが、財政健

全化等に関しては、より長い期間を視野に入れている。また、「進路と戦略」は毎

年度改定していく。政府の諸計画等との連携についても記述している。 

第１章「 直面する課題と新たな可能性」では、日本経済が直面する三つの課題

として、人口減少による成長制約、地域間の不均衡と格差固定化への懸念、極めて

厳しい財政状況を掲げている。こうした課題に直面する一方で、我が国には新たな

可能性を切り開くチャンスも存在しており、そのチャンスとしてイノベーションが

もたらす成長の可能性、アジアと共に成長するメカニズム、新たな商品・サービス

を生む消費市場を挙げている。これらのチャンスを活かすためには、新たな戦略の

下で、改革への取組を加速・深化する必要があるとしている。 

続く第２章、第３章では、「はじめに」で述べた「新成長経済」の４本の柱に沿

って、目指す経済社会の姿を第２章で、目指す姿を実現するための政策の方針を第

３章でお示ししている。 

第２章では、イノベーションの力による生産性の引き上げや、オープンな経済シ

ステムの構築といった成長力の強化、再チャレンジ可能な社会、持続可能で信頼で

きる社会保障制度の構築や、「子育てフレンドリーな社会」と教育の再生といった

健全で安心できる社会、時代に対応した行財政や地方分権といった 21 世紀にふさ

わしい行財政システムを、目指す経済社会の姿としている。 

第３章では、第１に、潜在成長力を高めるための大胆な改革を進めるとしている。

まず、様々な改革の大前提として適切なマクロ経済運営について述べ、その上で労

働市場の抜本的改革などを含む生産性向上への取組や国際競争力の強化、成長の鍵

を握る人材等について記述している。第２に、再チャレンジ可能な社会に向けて、

「再チャレンジ支援総合プラン（仮称）」に基づく取組について記述している。第

３に、健全で安心できる社会に向けて、持続可能で信頼できる社会保障制度や少子

化対策の推進による「子育てフレンドリーな社会」の構築、安全・安心な社会に向

けた環境整備等について記述している。第４に、21 世紀にふさわしい行財政システ

ムの構築に向けて、2011 年度に国・地方合わせた基礎的財政収支を確実に黒字化さ

せるという目標を掲げる歳出・歳入一体改革の推進や、各年度の予算が中期目標の

実現に向けた歳出改革の計画的な実施と整合的であるか否かを予算編成の要所に

おいて点検することなどを記述している。また、諮問会議で御議論いただいた予算

編成の原則や、税制改革、効率的な行政の推進、地方分権と地方行財政改革につい

て記述している。 

第４章「経済の将来展望」では、「進路と戦略」に盛り込まれた政策努力を行っ

た結果として、その政策の効果が最大限に発揮され、かつ内外の経済状況が良好に

推移した場合に視野に入ることが期待される成長率と、特段の政策努力がなされず、

かつ世界経済の予期し得ない減速など外的な経済環境も厳しいものとなった場合

の成長率について示すことを考えている。具体的な数値については現在作業中であ

り、試算結果がまとまり次第盛り込んでいきたい。 

   なお、18 ページの「（年金）」の最後に「社会保険庁の解体的出直しを断行する（→

社保庁改革の結論が出たらその時点で修正）」とあるが、社会保険庁改革について
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は、総理の御指示を受け本日与党で合意がなされたと聞いており、次回この部分を

修正した案をお示ししたいと思っている。 

（八代議員） 民間議員ペーパー「『進路と戦略』の策定にあたって」を御説明する。 

新中期方針の内容に関連して、特に以下の点について確認をしておきたい。 

第１は、経済成長と財政健全化の両立について。経済成長と財政健全化の両立が、

安倍内閣における経済政策の基本である。これを達成するには、５年間にわたって

経済の動向と財政改革の進捗とを管理しながら、毎年の予算を編成する必要がある。

「進路と戦略」は、そのための重要な手段であり、これを予算編成過程に明確に位

置づけていくことが大事である。 

第２は、国民が納得する政府改革について。「進路と戦略」が掲げる〝戦後レジ

ームからの脱却〞には、徹底した政府部門の改革が不可欠である。７大重点改革分

野があったが、政府改革のうち、これまでの集中審議で十分に議論できなかった２

つの事項について、ここで確認しておきたい。 

１つ目は政策金融改革。現在検討が進められている政策金融改革は、行革推進法、

「行政改革の重要方針」、「政策金融改革に係る制度設計」に忠実に基づき、特に次

の点を重視して、改革の後退がないよう策定すべきである。 

１番目は、一つに統合され設置される新政策金融機関は、管理部門等の共通する

業務の一元化など、行革推進法どおり一つの機関として設計されるべきである。 

２番目に、公営企業金融公庫の廃止後の新組織については、国の関与を全面的に

なくすべきである。規律を欠く貸出や放漫財政を追認するようなモラル・ハザード

が生じないよう、意思決定やガバナンスの仕組みにおいて外部からの参画を確保す

べきである。貸付においては、民間からの資金調達の補完に撤し、貸付規模を抑制

すべきである。 

３番目に、民営化される政策投資銀行と商工中金は、「完全民営化」を貫き、完

全民営化後の国の関与を全廃すべきである。政策投資銀行は、完全民営化への移行

期間中、政府保証債や財政投融資からの借り入れによる資金調達を継続する計画と

なっているが、これでは現在と何も変わらない。完全民営化後は、これらの国の信

用・関与による資金調達をやめるべきである。商工中金については、完全民営化後

の株主構成を中小企業団体及びその構成員に制限することの妥当性について、引き

続き検討が必要である。現在の行革推進本部の決定では、完全民営化への移行期に

おいては、株主を中小企業に限定すると明記されているが、完全民営化後のあり方

については、中小企業金融機能を維持するため株主資格の制限をすると書き分けて

いる。後者については、その内容は必ずしもまだ決まっていない。例えば、少数株

主として多様な主体を受け入れるというような余地を残すことが、改革を徹底し民

営化の本来の効果を発揮させるために重要ではないか。そういう可能性も含めて引

き続き検討が必要である。 

２つ目は独立行政法人改革。独立行政法人については、中期目標の期間の終了時

に評価を行い、事務・業務の改廃を含む効率化に向けた見直しが行われている。こ

のような改革を更に一歩進め、独立行政法人に残る事務や業務においても市場化テ

ストを全面的に導入し、同一の業務を行う民間事業者との比較・評価を行うことを

原則とすべきである。 

現在も評価は行われているが、ともすれば、前年に比べてどれだけ効率化が進ん

でいるかという視点になるが、やはり大事なのは、同一・類似の業務を行う民間事

業者との比較において、本当に効率的かどうかという市場化テストの視点であり、

これをより充実する必要があるのではないか。政策金融機関、独立行政法人につい

3


平成 18 年第 29 回経済財政諮問会議 



ても、決して改革を後戻りさせないことが必要である。 

（甘利議員） まず、「進路と戦略」について申し上げる。先週から今週にかけて、予

算、法律、制度改革などに関して、経済成長戦略大綱の実現に必要な協力関係をつ

くるべく、関係大臣と意見交換を行った。お会いした大臣は、松岡農林水産大臣、

冬柴国土交通大臣、柳澤厚生労働大臣、伊吹文部科学大臣、菅総務大臣、尾身財務

大臣の６大臣である。各大臣から貴重な御意見をいただいたので、本日はそれを踏

まえてお話をする。 

「進路と戦略」で掲げた「新成長経済」を現実のものとするためには、第１に、

内閣が一丸となって、短期・中期・長期の工程表に従って経済成長戦略大綱を着実

に実行することが不可欠である。また、経済財政諮問会議のような国民にオープン

な場で進捗状況をきちんと検証することも重要である。もし遅れている改革課題が

あれば、理由を明らかにして前に進めるべく、皆で知恵を出していく必要がある。

第２に、経済成長戦略大綱をローリングして改定・強化することが必要である。諮

問会議やアジア・ゲートウェイ戦略会議等の場において、生産性改革、規制改革な

ど新たに出てきた知恵を結集して、現在の大綱をベースとしつつ、安倍内閣にふさ

わしい成長戦略、いわば安倍成長戦略と言えるものをつくっていく必要がある。第

３に、予算については、量が減る中で質を高めていく必要がある。このために、予

算についても、大綱の工程表に掲げた目標達成に向けて効果的に活用されているか

検証する必要がある。また、各府省の新しい知恵やアイディアを予算の形にしやす

い経済成長戦略推進要望のような枠組みは、今後も維持・強化していくことが必要

である。 

今申し上げたことは、この場におられない関係閣僚の方々も含めて同じ意見だっ

たと思う。大綱とそのローリングについては「進路と戦略」の中で位置づけていた

だき、評価している。党の政務調査会長代理の時に大綱の策定に関与した経験もあ

るため、大綱の強化・充実に向けて、私も汗をかいていきたい。 

経済成長率の見通しの数字については、今日はまだ示されていないが、2.2％以

上の実質経済成長を視野に入れた経済成長戦略大綱の姿と整合的なものにしてい

くことが必要である。 

次に、民間議員ペーパーにある政策金融改革については、昨年の秋以降に経済財

政諮問会議をはじめ、政府与党、更には国会において集中的な議論を行ってきた。

相当濃密な議論を行った。先の通常国会で成立した行政改革推進法及び本年６月に

総理、官房長官もメンバーになっている行政改革推進本部及び政策金融改革推進本

部において決定された「政策金融改革に係る制度設計」は、そうした関係者の努力

の結果、とりまとめられたものである。行革推進法においては、商工中金は中小企

業金融の根幹を維持するものとされているため、「制度設計」において株主資格の

制限等制度的措置を講ずることが明確に決められている。商工中金の完全民営化に

ついては、このように行革推進法及び「制度設計」で決められた内容に従って、き

ちんと実現していくことが大事である。次期通常国会への提出準備を進めている商

工中金の株式会社化等を実現するための法案についても、こうした考えに基づき作

業を進めている。 

再度申し上げるが、商工中金の完全民営化は、行革推進法及び「制度設計」に 100％

完璧に従って進められている。株主の資格制限について、書き方が違うから新たな

少数株主に別なものが入ってくる余地があると言われるが、それはちょっとために

する議論である。株主の資格制限は手段である。中小企業金融機能をちゃんとせよ

ということが目的であって、株主の資格制限が目的ではない。今までの議論でも定
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款で書いたらどうか等いろんな議論があったが、定款は変えられるから意味がない

ため、株主制限をかけたわけである。株主の資格制限は、中小企業金融としてきち

んと機能するという目的のための手段であるから、書き方が一部違うからというよ

うな議論はいかがなものかと思う。 

（尾身議員） 財政の健全化については、2010 年代半ばに国・地方の債務残高ＧＤＰ比

を安定的に下げるということを共通の認識として歳出・歳入一体改革に取り組んで

いく必要があると考えている。具体的には、今年は特に厳しいことをやるわけだが、

歳出の改革を徹底するとともに、社会保障や少子化などの負担増に対しては、基礎

年金の国庫負担割合の引き上げのための財源も含めて、安定的な財源を確保するた

めに、来年秋以降、抜本的・一体的な税制改革について本格的・具体的な議論を行

って、平成 19 年度を目途に税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組むことが

必要であると考えており、この点も明確にしていただきたい。 

財政再建をする時に、前提条件として成長率が高い見通しを立てると、何もやら

なくてもいいではないかということにもなりかねない。我々としては、確実に財政

健全化を実現するシナリオを書かなければならないので、経済の状況が多少思うよ

うにいかない中でもやれるような、かなりのリスク要因も十分踏まえた上で考えて

いくことを是非お願いしたい。そういう中で想定する成長率などの前提については、

ある程度の幅を持っていただきたい。我々から見てむやみに楽観的な見通しを立て

て、これで大丈夫だということをやると、結果としてうまくいかない可能性がある。

この点については、試算が出るわけだが、十分お考えいただきたい。 

少子化対策について。現在少子化が非常に進んでおり、100 年後に我が国の人口

は6,400万人になるという推計より更に低い見通しも近く出されると聞いているが、

この人口減少をそのまま容認し縮小均衡するという考え方ではなく、出生率の低下

傾向を反転させる努力を行うという決意を、是非政権としてしていただきたい。借

金のツケを将来に残すのも、子どもの数を少なくして人口減少の結果を将来に残す

のも、ある意味ではツケを残すことに変わりがないという気もする。この点につい

ては、新しい「進路と戦略」の中で、はっきりと方向づけを出していただきたいと

思う。 

それから、いろんなところで「基本方針 2006」がリファーされているが、政権が

変わって、「前の政権の『基本方針 2006』を踏襲して」というような表現は適当で

はない。そのような表現は全部やめるべきではないか。これが国民に新しい政権と

しての方向を訴えることになるのではないかと思っているので、是非御検討いただ

きたい。 

政策金融改革に関する民間議員の御意見だが、例えば民間議員ペーパー１ページ

目で「行革推進法、『行政改革の重要方針』、『政策金融改革に係る制度設計』に忠

実に基づき、特に次の点を重視して、改革の後退がないよう策定すべきである。」

と書いてあるが、全体として、民間議員が正義の味方で官僚がこれに抵抗するかの

ような書き方になっている印象を受ける。行革推進法、「行政改革の重要方針」、「政

策金融改革に係る制度設計」の方針に従ってやることは、先ほど甘利議員がおっし

ゃったように、みんなそういうことを考えているわけで、全部の役所がきちんとそ

の方向でやるということは、決まっていてそれでやる。同じことをおっしゃるにし

ても、もうちょっと別の言い方で是非お願いをしたい。 

（菅議員） 「日本経済の進路と戦略」の生産性向上の取組みの中で、もう少しＩＣＴ

について書いていただきたい。日本の成長のうち約 40％がＩＣＴによるものである

ので、その辺をもう少しきちんと書いてほしいと思う。2011 年に完全デジタル化実
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現を目標としてやっているので、そうしたことを是非書いていただきたい。また

2010 年までにブロードバンドのゼロ地域の解消、2011 年の地上デジタル放送への

完全移行をＩＣＴの将来を考える時に是非書いていただきたい。国際競争力の強化

についても、ＩＣＴ国際競争力強化プログラムというものを今我々は作成しており、

４月にこれは作る。そうしたことも明記してほしい。 

（御手洗議員） 本日示された「進路と戦略」は、安倍政権が示す新しい経済成長の具

体的な姿と、これを実現する上での課題が明確な形で網羅的に書かれていると思う。

ただ、対象期間について一言だけ申し上げたい。３ページ目に書いてあるが、５年

を原則として、財政健全化についてはより長い期間を視野に入れることになってい

る。しかし、財政健全化と両輪をなす経済成長戦略についても同様の視点が求めら

れると思う。特に 2010 年代半ばの財政健全化目標達成のためには、イノベーショ

ンの推進等により、今後 10 年間で少なくとも実質２％台前半の成長を目指してい

くことが必要である。また、自律した広域的な地域経済圏の形成や官僚主導の規制

社会からの脱却というパラダイムの大転換をなし遂げるためにも、より長期的な視

座が欠かせないのではないかと思う。 

いずれにせよ、最も肝心なことは、この新しい中期方針をかけ声倒れに終わらせ

ることなく、確実に実現していくことである。経済成長戦略大綱など決定済みの計

画については先延ばしや骨抜きにならないように着実に実行すること、ＥＰＡを初

めとした諸課題については早急に具体化に向けた工程や優先順位を示すことが必

要である。その意味で、先ほど甘利議員が経済成長戦略大綱の実行に向けて精力的

に御尽力されていることを聞いて、大変心強く思う。そうした節目ごとに改革の実

行の手が緩んでいないかを確認することが、経済財政諮問会議の重要な役割の１つ

ではないかと思う。 

（丹羽議員） 先ほど尾身議員から、少し言い方がきついのではないかというお話があ

ったが、民間議員の立場から言うと、杞憂かもしれないができるだけ骨抜きになら

ないように注意してやろうということである。受け取り方としてやや表現がきつい

ということであれば、決してそういう趣旨ではないということを御理解いただきた

い。制度や法案、方針というものは、少し油断すると改革が遅れて骨抜きになりが

ちな点があるので、そういうことにならないようにここで御確認をという趣旨なの

で、誤解のないようにお願いしたい。民間議員が偉そうなことばかり言っていると

いうことでは決してない。 

政策金融改革について、やはり完全民営化というのは、民間とのイコールフッテ

ィングが基本的な原則だと思う。許認可権が残らないよう是非イコールフッティン

グでお願いしたい。 

もう１つは、2008年の10月に100％政府出資の株式会社に移行するわけであり、

その後５年から７年かけて、つまりトータルで約７年から９年、大体 10 年ぐらい

後に完全民営化ということである。いろいろな議論があると思うが、10 年近く後と

いうのは、今は世界の変化が激しい時であるということを考えると、移行期間が非

常に長い。その間、銀行法の適用は全くできず、完全民営化後に初めてイコールフ

ッティングになるわけなので、10 年近くもこのままでいくより、１年でも前倒しで

完全民営化ができるように是非努力していくべきではないか。それが改革のスピー

ドということだと思う。これは民間議員の中で合意があったわけではないが、その

ように努力をしていく必要があるのではないかと思う。 

（伊藤議員） 高い成長を目指すということでいろいろな政策を考えていく。特に、改

革を通じて高い成長を目指すということは、政権の基本戦略として非常に正しいこ
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とだと思う。ただ、尾身議員が心配されたように、それを当てにした財政再建は少

し危険ではないかということで、確実な財政再建を目指して、2010 年代半ばに国と

地方両方の債務が減少に転ずることを目指すということもそのとおりだと思う。

我々のペーパーでも、そこは注意して書いているつもりである。 

例えば、「進路と戦略」の 25 ページの第１パラグラフの終わりに「ここで述べる

経済の展望には種々の不確実性が伴うため、相当な幅（レンジ）を持って理解され

る必要がある。」と書いてある。もちろん高い成長を目指すのだが、経済というの

は不確実性がたくさんあるから、経済政策ではコントロールできない外的な要因に

よって、成長が低く終わってしまう場合もあることは十分承知の上での展望、戦略

ということである。レンジの中の低い方に行ったとしても、財政再建が着実に実行

されることを目指すべきだと我々も考えている。成長が高めになった場合は、それ

はボーナスであるから、前倒しのプライマリーバランス達成や、マーケットで債務

をバイバックするといった形でストックを減らすことに使っていく。そういう不確

実性を十分考慮に入れた展望を描いていきたい。 

（福井議員） 改めて申し上げることではないが、「進路と戦略」の中で明確に記載さ

れているように、我が国が取り組むべき中長期的な目標を確実に実現し、あるいは

様々な課題を克服していくためにも、マクロの経済運営の面では、常に物価安定の

下で持続的成長を実現していくことは欠かせないと思う。別な言い方をすると、経

済、物価の振幅をできるだけ小さくしていくことが、企業や家計が安心して経済活

動を営んでいく上での重要な前提条件なので、その条件の実現を通じて、我が国経

済の潜在力を甘利議員が言われたとおりの線で実現していく、かつ実現した潜在力

を余すことなく現実の成長率として発揮させていくことにつながるのではないか

と思う。日本銀行としては、金融政策の面からしっかりと貢献していきたい。その

ような望ましい金融政策を行っていく上では、市場との対話が大切である。説明責

任を十分果たすとともに、政府との十分な意思疎通を図っていくということにも、

引き続き全力を挙げて取り組んでいきたい。 

今申し上げた所見は、いずれも日本銀行法に明確に定められている基本的な視点

である。今後とも、こうした視点をしっかり踏まえながら、機動的に適時適切な金

融政策運営を行ってまいりたい。 

（八代議員） 他の議員の方も言われたように、「日本経済の進路と戦略」というペー

パーは、改革を通じて成長を実現し、成長を通じてまた改革を促進する、という好

循環を達成することが大きな目的だと思う。その意味でも、規制改革、官業の民営

化は非常に大きな柱になっている。ただ、甘利議員も言われたように、民営化は決

して目的ではなく手段である。ただ民営化すればいいというわけではなく、市場の

規律を活用するためにどうしたらいいかを考えなければいけないのではないかと

申し上げたわけである。 

新商工中金についても、信用組合ではなく普通の銀行であるにもかかわらず、株

主制限が非常に厳しくかかっている。これは行革本部の決定で、中小企業金融機能

を維持するため株主資格の制限をすると書いてあるわけだが、制限をするというこ

とが 100％株主が中小企業でなければいけないということを意味するかどうかはま

だ明確ではない。あらかじめ決めるのではなくて、完全民営化のときに改めて決定

する必要があるのではないかという趣旨で、決して行革本部の考え方を変えるもの

ではない。 

（甘利議員） そこは少しこだわりたい。商工中金の性格をきちんと堅持したまま完全

民営化することが、もともと大事だった。新しくもう１つ銀行を作るわけではない。
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ただし、専用の法律は作らない。銀行その他一般の金融関係法令を適用する。けれ

ども、商工中金の本来の中小企業金融という姿が損なわれないようにする。そこで、

ものすごくいろいろな知恵を出し合った。党でも、国会でも延々と議論をして、「こ

れで行く」となったのが株主制限である。これが崩れてしまうと、また１年遡って

そもそも論から始めなければならないという点があるから、そこだけは少しこだわ

らせていただく。 

（大田議員） 参考試算について幾つか御発言があったが、現在、内閣府で鋭意作業を

行っており、修正原案と一緒にお示しする。 

甘利議員から御発言があった年率 2.2％以上が視野に入る実質成長との整合性だ

が、「経済成長戦略大綱」は 10 年間の計画で、この「進路と戦略」は５年間である

ということと、「進路と戦略」は安倍内閣での政策も含んでいくという違いは、一

応踏まえていただきたい。 

今日の議論を踏まえ、「進路と戦略」については、更に引き続き御審議いただき

たい。 

また、政策金融については、今日の議論について私から佐田大臣にもお伝えした

い。もし必要があれば、また諮問会議でも議論したい。 

（安倍議長） この「進路と戦略」は、私たちが目指すべき国の姿を示し、そのための

包括的な経済政策を、国民や世界に対して示すものにしなければならない。そうい

う方向性をくっきりと打ち出すようにしなければいけないと考えている。与党や役

所、尾身議員や甘利議員から、むしろ役所こそ改革を進めていくという御発言もあ

ったので大変頼もしいが、調整をよろしくお願いする。 

また政策金融改革については、各閣僚におかれては、行革推進法やこれまでの閣

議決定、本部決定に忠実に沿って、改革の後退と言われないように法案化していた

だきたいので、よろしくお願いする。 

      （以 上）
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