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（開催要領） 

1．開催日時：2007 年１月 29 日(月) 18:01～19:20 

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 

臨時議員  渡 辺  喜 美 公務員制度改革担当大臣 

国・地方行政改革担当大臣 

林 芳 正 内閣府副大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）今後の諮問会議の進め方について 

（２）政府改革について 

1) 公務員制度改革 

2) 政策金融改革 


（３）マクロ経済運営について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○平成 19 年の経済財政諮問会議における主な課題（大田議員提出資料） 

○公務員制度改革について（渡辺臨時議員提出資料） 

○株式会社日本政策金融公庫法案（仮称）について（渡辺臨時議員提出資料） 

○株式会社日本政策投資銀行法案（仮称）について（尾身議員提出資料） 

○株式会社商工組合中央金庫法案（仮称）について（甘利議員提出資料） 

○地方公共団体公営企業金融機構（仮称）について（菅議員提出資料） 

○マクロ経済状況について（内閣府） 

○福井議員提出資料 
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（概要） 

○今後の諮問会議の進め方について

（大田議員）  今後の諮問会議の進め方について、前回の議論を踏まえ、事務方でも調

整し、「平成 19 年の経済財政諮問会議における主な課題」という資料を用意した。

前回との変更点、新たに加わった点を中心に御説明する。 

「１．取り組みを強化すべき課題」は、趣旨を書いている。 

「２．平成 19 年の主な政策課題」は、何のためにこういう改革をやるかをわか

りやすく加えた。要は、日本経済の持つ潜在的な力を開花させるための政策を集中

的に実施するということである。 

「(1)成長力の強化」の「①生産性の向上」の「ＩＣＴ産業の国際競争力の強化」

は、生産性向上のために大変重要な課題であり、菅議員の下で御審議いただいてい

るので加えた。「高等教育（大学・大学院）改革」は、前回伊藤議員から御発言が

あったが、人材活用にも生産性向上にもグローバル化にもつながる課題であるので、

諮問会議で議論していきたい。「②グローバル化」については、戦略的な経済外交

を行うという趣旨を書き入れた。項目に新たに加わったものはない。「③人材活用」

は、趣旨を加えた。「誰もが能力形成や資格取得の機会が得られる仕組みをつくり、

「底上げ」によって格差の固定化を防ぐ。」ということで、総理の施政方針演説に

もある「底上げ」という言葉を補った。 

「(2)効率的で質の高い社会保障制度の構築と少子化対策」では、少子化対策と

いうのを明示的に入れた。項目にも３つ目に「少子化対策のあり方」を、政府とし

ても会議を作って重点的に議論することになっているので、入れている。 

「(3）21 世紀型行財政システムの構築」の「①歳出・歳入一体改革の実現・加速」

の２つ目、政府資産・債務改革に関して、前回尾身議員から政府資産・債務改革を

更に加速することはスケジュールに入っていないという御発言があったので、その

点をクリアにした。政府資産・債務改革をきちんと実行し、その上で独立行政法人

や自治体に拡大するという趣旨で、実行と拡大を分けて書いた。「②行政の機能・

組織の抜本的見直し」の１つ目、国・地方の政府業務のゼロベースでの洗い直しに

着手については、国だけと読める表現だったので国・地方の両方を加えている。４

つ目、国・地方自治体における人件費を含む歳出合理化の徹底は、地方自治体だけ

が明示されていたので、これも国・地方自治体の両方を加えた。「③公務員制度改

革」の２つ目、再就職斡旋については、甘利議員、尾身議員から、押し付け的な再

就職斡旋ということが分かるようにという御発言があったので、仕事とセットにな

った再就職斡旋、押し付け的な再就職斡旋を根絶していくと、前回総理から出され

た指示のとおりに書いている。「④地方分権改革」の１つ目、菅議員から国と地方

の役割分担を明示的に出した方が良いというアドバイスがあったので、国と地方の

役割分担の見直し等による新分権一括法の策定を入れている。３つ目、地方公共団

体間の財政力格差の縮小についても、前回尾身議員からも御発言があったので加え

た。 

（丹羽議員） 大田議員が言われたことは、いずれも大変重要だと思う。特に、今度の

国会でも大きなテーマになりそうなのは、経済活力と両立するような働き方や労働

市場のあり方、就業率のアップ、格差の固定化を防ぐことなど、また集中的・効果

的な能力形成支援プログラムや就労促進型福祉への転換については、かなり緊急を

要する課題であり、具体策を早期に検討する必要がある。 

（尾身議員）	 ６月を目途に「基本方針 2007」をとりまとめることになっているが、国

と地方のプライマリー・バランスについては、2011 年度、それから 2010 年代半ば
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と目標があるが、国は非常に大きなマイナスで、地方がプラスで、両方合わせてや

やマイナスという感じになっている。国のプライマリー・バランスを回復させない

と、全体としての財政再建が実現できないので、私どもとしては、６月までの間に、

そこを意識的に検討しながら進めさせていただきたいのでよろしくお願いする。 

（甘利議員） 今回の提案は、私がかねてから主張してきたこと、つまり成長力強化を

最初に掲げて成長重視の姿勢を明確にする、そして成長力強化のために生産性向上、

グローバル化及び人材活用という３つの課題に取り組むことが提示されており、基

本的には賛成。この３つの課題は相互にオーバーラップするものであり、総合的な

視点から一体として議論していく必要がある。今後は、各府省の協力を得ながらこ

れらの課題を早急に具体化していく必要がある。諮問会議で審議された事項は、改

訂を予定している経済成長戦略大綱にも反映させていきたい。 

（御手洗議員） ２点ある。１点は、効率的な社会保障制度の構築とあるが、これは秋

以降の本格的・抜本的な税制改革と表裏一体になっている。昨年末、制度設計の基

礎となった人口推計が改訂されたばかりで、まさに今年議論を尽くすべき課題であ

る。多数の年金未納者が存在する一方、国民が自分の社会保障の負担や給付に確信

が持てないのが現状である。したがって、質の高い制度を構築するためには、社会

保障個人会計と、その基盤である社会保障番号を早期に導入すること、そして税と

保険料の一体的な徴収体制を整備することが、喫緊の課題である。もう少し突っ込

んでやっていただきたい。 

もう１点は、道州制について。新分権一括法の策定や税源移譲などの新たな三位

一体の改革をまず強力に押し進めようとしていることは異論がないが、そもそも国

と地方のあるべき姿を考える道州制については、今から国民的な議論を喚起して、

道州制を前提とした形で地方分権体制を進めていくべきである。例示されている地

方出先機関の改革をはじめ、広域経済圏の形成を目指した産学連携や地方大学の再

編、基礎的自治体への権限移譲など、道州制を見据えた先行的な取組を促進してい

ただきたいことを強調しておく。 

（丹羽議員） ３ページの「行政の機能・組織の抜本的見直し」で市場化テストが取り

上げられているが、ＰＤＣＡの仕組みづくりをしっかりしないと実際にワークしな

い。 

政策評価については現行法で十分可能だと思うが、重要な対象分野については各

省庁が決めるのではなく、諮問会議で総務大臣の具申に基づいて決定しＰＤＣＡを

実行していく仕組みを、菅議員に是非御協力いただき、お願いしたい。 

（菅議員） 「進路と戦略」の着実な実施を図るためにもＰＤＣＡサイクルの強化は極

めて重要であると、私どもも考えている。積極的かつ効果的な実施・活用ができる

ように、政策評価制度の運営の改善・充実を図っていきたい。 

また、御手洗議員から地方分権についての御発言があった。前回お願いし、国と

地方の役割分担を入れていただき感謝申し上げる。国と地方の役割を明確にし、分

担することによって、権限や財源が移譲されていくことが極めて大事なので、この

議論を是非していただきたい。 

   今、夕張市の問題等も出ており、今度の国会に自治体の再生法制を出させていた

だく。現行法では、再建するしないは地方自治体の申出に委ねられており、私ども

は受け身である。また、指標についても第三セクターなどが入っていない。そうい

うものも入れた指標に基づき、途中でイエローカードが出せるようなことも、国会

に出させていただく予定である。そういうことも含めて、地方分権はしっかりやっ

ていきたい。 
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（大田議員）  それでは、今日お示しした案は、基本的に御了解いただいたということ

でよろしいか。 

いただいた御意見はいずれも重要であり、今後の議論に生かしていきたい。 

それから、ＰＤＣＡサイクルの話があったが、一昨年から「骨太方針」もＰＤＣ

Ａサイクルを実施し、書かれたことが着実に実施されているか評価することにして

いる。今年も「骨太 2006」の取組状況を包括的に点検し、３月下旬に諮問会議に御

報告し、また「骨太 2007」のとりまとめに生かしていきたいので、各大臣にも御協

力をよろしくお願いする。 

（安倍議長） 大田議員の提出資料に、「底上げ」によって格差の固定化を防ぐという

文言があるが、これは成長力の底上げのためにも必要であり、いわば我々の基本的

な姿勢の一つだと言ってもいい。 

働く人全体の所得や生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防止していくこと

が必要である。したがって、この問題については６月の「基本方針 2007」を待たず

に、短期集中的に具体策を検討する必要があるので、塩崎議員と大田議員は、成長

力の底上げ政策の検討の進め方について、早急に考えてもらいたい。 

（大田議員）  今の点については、塩崎議員と早急に御相談し、具体的な立ち上げを考

えていきたい。 

○政府改革について 1) 公務員制度改革

（渡辺臨時議員） お手元の１枚紙で公務員制度改革の進捗状況について御説明申し上

げる。 

「公務員のあるべき姿」について。国民に奉仕すべき存在として、国民からの信

頼が得られるよう公務に専心することが求められるのと同時に、公務員としての誇

りとやる気を持って働く必要がある。このあるべき姿を念頭に置いて、公務員制度

改革全体として検討を進め、まとまったものから具体化をしていく、ということを

考えている。 

具体的には、資料の①から④までのとおり。①②は、今国会に法案を提出したい

と考えている。③の基本権の問題については、佐々木毅・行政改革推進本部専門調

査会座長に４月中の中間とりまとめを要請している。 

「①再就職管理の適正化」について。総理の御指示により、あっせんと仕事がワ

ンセットになった押し付け的再就職あっせんを根絶する、この線で行為規制の導入

を考えている。行為規制違反に対して刑罰、懲戒等により厳しい制裁を考えている。

事前承認制度については、「中馬プラン」で誤解を受けたところなので、暫定期間

を設け、現行の離職後２年間の事前承認制度を実施する。監視体制についても検討

を進めているところ。 

「②能力・実績主義の人事管理」について。「能力本位の任用制度の確立」とし

て、採用、昇任、降任、転任といった任用の定義を明らかにする。標準的な官職、

標準職務遂行能力を定め、能力実証の基準を明確化する。職階制は廃止をする。「新

たな人事評価制度の構築」として、職員の執務について、定期的に勤務成績の評価

を実施することとしている。 

「④その他」。分限処分の考え方については、人事院のガイドラインであるが、

早期に結論を得るよう検討している。また「中馬プラン」の主要課題の一つである

官民の人材移動促進を検討しているところ。 

（丹羽議員）	 渡辺臨時議員が「あっせんと仕事がワンセットになった押し付け的再就

職あっせんを根絶」ということで法案作業を進めている、ということを高く評価し
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たい。行為規制を設けて、違反に対して厳しく制裁するとか、事前承認制度を暫定

的に存続させるということは、民間議員としても過去に提案しているし、正しい方

向であると思う。ただし、あっせんと仕事がワンセットになった押し付け的あっせ

んの根絶を実効性あるものにするということが非常に大事で、そのためにはあっせ

んをどう定義するか。言いかえれば、禁止行為の範囲をどう定めるかがこの法案の

ポイント。この定義いかんによっては、規制が尻抜けになってしまう懸念が大いに

あり、適切な法案化を是非お願いしたい。 

一方、押し付け的再就職支援との疑念を招かないベストの方法は一体何かという

ことも大変な課題。各省庁によるあっせんをやめて、抜本的に強化された人材バン

クを経由してすべてのあっせんを行うということにあるかと思う。是非人材バンク

機能の強化を急ぐべきである。グレーの部分を残さない、できるだけ透明度の高い

再就職支援によって、官民人材交流を行うということが安倍総理の施政方針演説を

実行する要だと考えている。 

（尾身議員） 公務員制度改革は大変大事な安倍政権の柱。これをどうしても進めたい

が、やはり法律の前文のような考え方というのが必要で、公務員は天下国家のため

に奉仕する、公に奉仕する、国として大変大事な役を担う人材であるということを

全体の考え方に打ち出していただきたい。 

昨今、マスコミ等で、すべて役人は悪の権化であるということを言わんばかりの

風潮があり、渡辺臨時議員資料に「誇りとやる気を持って働く」とあるが、その誇

りとやる気をなくすような議論というのが非常に横行している。きちんと改革はや

るが、公務員というのは国家の非常に大事な仕事を担うものであるから、責任もあ

るし、権限もあるし、正しい仕事をやることを要求されているというような、国と

しての公務員に対する正しい評価というものを前文に入れて考えていただくのが

よいのではないか。 

官製談合の問題などが指摘され、これは非常に問題があるのだが、申し上げたよ

うな基本的スタンスを持った上で、公務員制度について国民の理解と納得が得られ

るようなオープンなものにする、制度を正しくする、また合理化をしていく、こう

いう考え方が一番大事ではないか。特にこのような厳しい改革をやる場合には基本

的なスタンスを、心としては非常に温かみのあった心で公務員制度改革をやるとい

うことを、是非お考えをいただきたい。 

（八代議員） 尾身議員がおっしゃるように、やはり誇りを失わせるような改革であっ

てはだめだと思うが、そのためには渡辺臨時議員がおっしゃったように、公務員制

度改革全体としてパッケージとしての改革が必要なのではないか。つまり、なぜ一

種の天下り的なものが必要かというと、早期勧奨退職制度と、その背景には年功賃

金、特に指定職の段階で急速に上がるような賃金制度の下で、あえて辞めてもらう

人もいるということで、いわばバランスをとるために起こる矛盾の一つで、それが

結果的に国民の信頼を失っている。したがって、全体としてパッケージとして基本

的に民間と同じ方向で、年功主義ではなく能力本意の任用制度にするということで、

能力のある人にとっては飛び級のような、どんどん上に上げていくということも含

めた改革、整合的な改革が必要ではないか。 

（甘利議員） 渡辺臨時議員提出資料の内容について、そのとおり受け取れるならば、

これは賛成。以前から申し上げているとおり、官僚をたたけばたたくほどいい制度

ができるという風潮だと、いい人間は一人も来なくなる。やはり優秀な人間が集ま

るというような、モチベーションをしっかり上げておくということが重要。我が省

で言うと、局を越えて筆頭課長補佐の会議というのを行っている。その会議の議論
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に耐えた案件だけが政策として上に上がって、今度は筆頭課長会議という、局を越

えた会議を行っている。そこでも耐えるものが上に上がっていく。局を越えて自由

闊達な議論を行う。若手職員一人一人に、なぜこの役所を目指すかと聞いてみると、

自由にものを言って縦割りじゃなくて議論ができる、自分たちが国を支えていると

いう思いがあるという。そういう思いで優秀な人材が集まるのだから、官僚は悪で

あるということになったら、日本は悲惨なことになる。やる気なく、期間だけ勤め

上げ、定年になりました、退職金をもらって終わり、みたいなことにしては絶対い

けない。どうも片方にずうっと偏りがちな議論になり、これでは大変だというので

取り返すのにまた 30 年かかったとか、そういうふうにならないように、国家を憂

う人材がちゃんと集まるようにしないといけない。全員定年まで置くというのは、

行革の中でできるかどうか。辞めるぎりぎりまでは日本のためにすべてを捧げると

いうような思いでやってもらわないと、先のことを心配しながら、１年も２年も気

もそぞろということにならないようにしてほしいと思う。 

（御手洗議員） 半分は質問だが、公務員改革は、地方分権をこれから進めていくわけ

だが、当然、地方公務員にも同様のことを適用するということか。 

（菅議員） 当然、国に準じた形で地方も今までやっている。若干違うのは、地方では

ほとんど 60 歳まで雇われている。この点は国と異なる。 

いろいろ議論が出た中で、能力・実績主義の人事管理、これは私どもの所管であ

るが、なかなか今までうまくいっていなかったため、こういう問題が出てきている

と思っているし、人材バンクの活用も積極的にしなければならない。問題点等は、

それなりに掌握をしており、人材バンクについては今年の４月から求人開拓に民間

事業者を活用しようとか、各省の人事管理者にすべての求人情報を提示するとか、

登録職員の対象範囲について、今までは課長以上などとしていたが、そういうもの

も見直す。色々な対策を練っているが、こういうものをきちんとした段階でパック

の形にできるように全力を尽くしたい。 

（塩崎議員） 渡辺臨時議員の御説明いただいた内容につき、是非頑張ってもらいたい。

その上で少し申し上げたいが、各議員からお話があったように哲学が大事だろう

と思う。哲学の中で大事なのは、官が上にあって民が下にあるということではなく、

民のために官があるという発想を忘れてはならないということ。制度として新たな

ものを作るならば、むしろ民が真似たくなるような制度にまでしていただいたらよ

いのではないか。 

そういう意味で幾つか申し上げると、やはり優秀な人が来なければいけないとい

う甘利議員の御発言はまさにそのとおり。そうなると、参入障壁はなるべく低い方

がいい、流動性は高い方がいいということになると、例えば今の公務員試験はかな

り高い参入障壁かなという感じがする。その点は明示的に書いていないので、それ

も検討対象にしていただいたらどうかと思う。 

前々から思っているが、資料の「④その他」の中に「官民間の人材移動促進を検

討」とあるが、「検討」ではなくもっと前向きに「断行」するぐらいやらなければ

いけないし、官民の壁がなくなるところで、いつも官に人が、その時々の優秀な人

がいるというのがベストだろうと思うので、特に強調させていただく。 

天下りについては、やはり世の中の相当の反発というものがどうしてもある。し

たがって、押し付け的なものだけでなく、人材移動という横滑りのようなものまで

全部天下りのように見られて非常に苦労すると思うので、やはり国民の信頼をかち

得るためには、行為規制をきちんとした方がいいと思っている。色々聞いているの

は、今までのアイデアもそうだが、利益を求めるための接触とか要求とか、そうい
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うことになっているが、もっと「李下に冠を正さず」的に、接触規制とか相当厳し

くやらないと世の中は納得しないのではないかと思う。 

人材バンクについて、前も申し上げたが、官から民に行くときの動き方というの

は二通りあって、引き抜かれるぐらい魅力的な人、この人たちの立場も考えてあげ

る。一方で必ずしもそうではない者は、先ほどお話があったとおり人材バンクを活

用する。ただ全部に透明度というと、引き抜かれるようなタイプの人は透明度があ

るとなかなか難しくなるのではないか。また、今は大体自分の仕事と関係するとこ

ろに行けないこととなっているが、それは行為規制を厳しくかけた上で許してあげ

ないと優秀な人が横に動けないということになってしまう。それにも意を尽くして

いただくとよいのではないか。 

いずれにしても、どのような哲学でやるのかということも、一緒に明示していた

だくと大変ありがたい。 

（伊藤議員） これは必ずしも厳しくするだけの改革ではない。誇りとやる気を持った

優秀な人材を集めるということになるべきだし、なる要素を持っている。それはや

はり能力・実績主義で年功序列を打破することによって、優秀な人は早く昇進する

ということだ。私も２年間人事交流で官庁勤めをしたことがあるのでわかりますが、

今の制度だと年次ということに縛られ、年次の同一の者が全く同等に上がっていく。

これは相当無理をしている部分があるわけで、優秀な人を早く責任ある地位につけ、

そのような人は早く、いわゆる卒業ということになる。卒業した後は、優秀なわけ

だから、全く面倒を見る必要はなく、本人がどこかに引き抜かれるなり、国を挙げ

て応援して、国際機関に送り出すということにすればいいわけで、やっぱり「年功

序列の打破」と「実績主義」というところを強調することによって、やる気のある

人は必ず来ると思う。 

（渡辺臨時議員） 私はまだこの問題は新米であるが、総理から大臣就任のお話をいた

だいたとき、将来世代にツケが回らないように徹底した合理化と効率化を図ってほ

しいという御指示をいただいている。これは「愛の構造改革」だと私流に考え、そ

の方向で制度設計を考えている。もとより、公務員が憎らしくて再就職なんか絶対

させないとか、そんなことを考えているわけでは毛頭ない。まさしく「愛の構造改

革」路線で、今日いただいた御意見なども踏まえて具体化を図ってまいりたい。 

○政府改革について 2) 政策金融改革

（渡辺臨時議員） 提出資料に沿って、「株式会社日本政策金融公庫法案（仮称）」につ

いて御説明申し上げる。 

ポイントは「改革の後退は許さない」、この一言に尽きる。いろいろと新聞等で

出ているが、例えば「業務」のところにあるように、業務の不断の見直しは行う。

民業補完を徹底する。市場化テストの対象とする。現行の量的縮減の数値目標、平

成 20 年度中に貸付残高のＧＤＰ比半減、を確実に達成する。こういう目標が現在

あるが、達成した後、更に数値目標の設定を検討する。 

「組織・会計経理等」について。一つの政策金融機関として業務を実施するわけ

であるから、子会社は現在ないが、法改正をしない限り子会社はできない。これは

はっきり申し上げる。資金調達は、一元的に効率的な資金調達を実施する。発行債

券に政府保証が付与され、予算の国会議決、決算の国会提出、金融庁の検査の実施

などもする。 

（尾身議員） 	 「株式会社日本政策投資銀行法案（仮称）」について、今から５年ない

し７年間を暫定期間として特殊会社に移行する。しかし、非常に自主性を重んずる
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やり方でやっていくということで、この期間は財政融資の資金の借入、政府保証債

を出すことができる。５年から７年経って完全民間会社にして、このときには金融

庁の監督を受ける民間会社としていくこととし、予定どおりきちっとこれを推進し

ていきたい。５年ないし７年後に株を全部民間に売るので、その段階で法律を出さ

ねばならないが、完全民営化、民間会社にして普通の民間会社並みの活動をしてい

ただく、こういうことで進めていきたいと考えている。 

（甘利議員） 「株式会社商工組合中央金庫法案（仮称）」の資料を出させていただい

ている。 

これは、与党でずっと議論をしてきた。それを形にあらわすとこうなるというも

の。与党で何を議論したかというと、もう一つ銀行をつくるというのではない、中

小企業を育ててきた、そのノウハウを持った中小企業向けの銀行をつくるというこ

と。だから、その目的が拡散したり、変質したりしないような意味での縛りだけを

かけ、それ以外は普通の銀行ということにした。 

なぜかというと、これは日本の発展の基盤になるものである。私は世界中を回っ

て、日本とそれ以外の国との差というのは何だろうかというのをつぶさに現場でい

ろいろ聞いた。これは中小企業の差である。競争相手として脅威であるのは、中小

企業が育っている国、部品・部材で優秀なものを供給しているところである。ただ

安いものを集めてきて、組み立てるアセンブリー産業としての大企業しかないとこ

ろというのは、実はそんなに怖くない。御手洗議員は一番肌身に感じられていると

思う。その優秀な部材を供給できるような中小企業が日本からなくなった時点で日

本は完全に終わる。 

すごい中小企業がものすごくたくさんあるというのが、日本のすばらしさ。それ

を誰がどういうノウハウで育んできたか。商工中金は金を貸すだけではない、そう

いうのを見出して経営指導と相まってやってきたからこそ、それが育って中堅企業

になってきている。そのノウハウを持っている金融機関として中小企業向けに残さ

なければだめですよ、そうでないと角を矯めて牛を殺すようなことになりますよ、

という警鐘を鳴らしてきた。 

大手の銀行が失敗したとされるのは、土地がどんどん上がったときに、審査をす

るというのではなく、担保をとる、とってさえいればそれが上がるから会社がどう

なろうと関係ない、とりっぱぐれはしないという態度だった。一番金融機関として

大事なところを失っていた。その間に商工中金はしっかりとシーズを見極め、どう

やって育んでいくかというノウハウの下に育ててきた。そういうセットの力を持っ

ている中小企業向けの金融機関をつくらないと、中小企業はだめになる、そのとき

に日本は終わりですよということを言いたい。だから、株主制限をきちっとかけて

いる。定款でかければ良いということについては、定款を変えられてしまったらお

しまいではないかということを言ってきた。日本の発展の秘密である、そういう力

を残しておかないと大変である。 

現実問題として、政府出資を入れても自己資本比率というのは 8.01％しかない。

政府出資を外したら 3.52％で、国内金融機関としてもだめで、業務改善命令が即刻

入ってしまうということになる。 

（菅議員） 「地方公共団体公営企業金融機構（仮称）」について説明させていただく。 

これは「行革推進法」及び「政策金融改革に係る制度設計」に忠実に制度設計を

行っている。対象事業の重点化、規模の抑制を図っていく。更にガバナンスについ

て抜本的に強化したいと考えている。政府の関与は、必要最小限の適法性のチェッ

クのみに限定をする。そういう制度設計を行っていきたい。 
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（八代委員） 渡辺臨時議員から御説明のあった株式会社日本政策金融公庫については、

是非おっしゃったように、業務の不断の見直し、市場化テストの対象とする、現行

の量的縮減の数値目標を確実に達成し、その後の新たな削減に向けた数値目標の設

定を検討する、あくまで法改正をしない限り子会社化はできない、一元的に効率的

な資金調達を実施する、こういう御説明があったと思うが、それについては是非実

行していただきたい。特に法案段階の最後の詰めというのが非常に重要なので、渡

辺臨時議員のリーダーシップを心から期待している。 

商工中金について甘利議員から御説明があったがやや理解できないのは、商工中

金が優れた能力を持っている中小企業を育てる独自のノウハウを持っているとい

うことであれば、なぜ完全な民間金融機関として同じことができないのか。民間の

投資銀行は収益性の高い企業を見つけて、適切なマッチングをすることできちんと

経営をしているわけだが、それだけ比較優位を持った商工中金は、当然競争力はあ

るわけで、これは逆に保護する必要はないのではないか。 

株主制限については、移行期段階は現在の法案のとおりでいいと思うが、完全民

営化した後でも 100％株主制限が本当に必要なのか。例えば過半数を持っていれば

いいのではないかという考え方もあるわけで、それを今ここで決める必要はないの

ではないか。あくまで法律で移行後のことまで決めるのではなくて、もうちょっと

時間をかけて考える必要があるのではないか。 

それから民営化というのは、先ほど尾身議員の御説明にもあったように、やはり

政府の出資を完全に引き上げるということが本当の意味の民営化である。今、自己

資本比率が少ないのであれば、時間をかけて時限措置をとることはやむを得ないか

と思うが、少なくとも政府出資分の一部を株式にして、それだけを市場で売却する

というのは完全な民営化とは言えない。基本的に出資金はすべて株式化する、それ

で時間をかけて民間に売却することで初めて民営化と言えるのではないか。 

公営企業金融公庫については、共同で設置する新機関について、業務範囲や事業

規模が野放図に拡大しないように歯止めが必要である。また全自治体による奉加帳

方式での強制加入が本当に必要なのかどうか。それは逆に言えば、護送船団方式の

資金供給につながる可能性があるわけで、参加を希望しない自治体の意思を尊重し、

任意参加とするべきではないか。 

（甘利議員） 経済が堅調になってくれば、楽に儲ける方法は幾らでもある。中小企業

のシーズを見出して、それを育んでいくということはものすごい苦労を要する。楽

な方と、大変な方と、どっちをとりますか。楽にどんどん儲かる方に、株主が発言

を高めていけば、そっちに行くに決まっている。商工中金は、大変なところをやっ

てきたし、これからも大変なことをやってもらわなければならない。そうしないと、

でき上がったものについて、後から融資するのは誰にでもできるが、そこまで持っ

ていくリスクを株主が許すだろうか。手っとり早く儲ける方に回れと言うに決まっ

ているから、そういうところをちゃんと担当してくれる金融機関として、これから

も力を蓄えて、育んでいってもらわなければ困る。私はモノづくりを担当する責任

者として、これは譲れない。そういう視点を理解するからこそ、党でさんざん議論

をして、こういう結論になった。これをここで覆したら、１年や２年かけた議論に

差し戻さなければならない。そこでもう１回、日本の強さとは何ぞやという議論か

ら始めなければならない。 

（八代議員） 移行期の問題と完全民営化の時点は切り離して言っている。移行期につ

いては党で議論されたそのとおりでいいと思うが、完全民営化後の話を今している。

（大田議員） 完全民営化後の株主制限は、今回の法案に入るのか。 
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（甘利議員） 完全民営化後がこうなるということで全体の絵図ができており、途中ま

での移行期間とそれ以降の形はセットになっている。 

（大田議員） 法案にそこまで書かれるのか。 

（甘利議員） この法案では、途中までの必要な措置と、その後の準じた措置を講ずる

こととしている。 

（大田議員） 「必要な措置を講ずる」という形で入るわけですね。 

（菅議員） まず最高意思決定機関である代表者会議について、知事、市長、町村長の

代表者に加え、金融・経済・地方財政に関する学識経験者を同数程度にしたい。外

部チェック体制や監査法人による外部監査制度も導入したい。それと、貸し付けを

重点的な方向に持っていく形で、１兆円規模まで絞っていきたい。 

また、この法律そのものについては、強制的に全自治体を参加させる仕組みには

なっていない。現実的にも入らないというところも出てきているようだ。そこはし

っかり担保していきたい。 

（尾身議員） 最近、会社要覧で日本の会社の一つ一つの業種の全部の会社を調べたが、

100 人、200 人、300 人とか、そのくらいの中小企業が世界トップ水準の技術を持っ

ている。中国とか韓国と比べて、トヨタ、日産、日立とかそういうところではない、

中小企業の一芸に秀でているところが、実を言うと下を支えているんだなと、特に

製造業の関係はそうだと思う。 

現実問題として、例えば銀行をとってみても、天気のいい日は傘を貸すけど雨が

降ったら傘を貸さない。やはり中小企業に関しては、そういうときに手を差し伸べ

てくれるところが要ると思っている。机上の空論で全部やって自由にして、それで

本当に日本経済が国際競争力を持つかというと、やはりそこは非常に心配なので、

これくらいの形で一応話は決まったのだから、多少雨が降っても傘を貸すようなと

ころを残しておかないと、本当の意味の日本の経済の底力がなくなってしまうとい

う危険性がある。 

段々これをやってみて、そんなことをやらなくても大丈夫だという状況になった

ら別かもしれないが、少なくとも見通し得る将来は、倒れそうなところを立て直し

て、特にベンチャーを支援して、担保がなくても幾らか貸して、立て直させて、そ

れが実は技術開発の中心になったというようなことが幾つもある。そういうところ

はやはり残しておかないと、政策としての温かみという意味もあり、本当の意味の

日本経済の活力という点からも問題がある。したがって、こういう形で是非置いて

おいて、実質的に役割を果たしてもらいたい。 

（丹羽議員） 甘利議員、尾身議員のお話は本当によくわかる。中小企業の再生なくて

日本は成長なしと、私も思う。しかしながら、問題は形だけは一本化したが中身は

今までと大差ないということでは、本当に骨抜きになって国民の信を失う可能性が

あり、やはり完全民営化ということを一応宣言し、それに向かって革新することに

なっているので、いろいろ理由はあると思うし、それなりの考え方も十分理解でき

るが、完全民営化に向かって覚悟を決めて、是非知恵を出し合ってやっていく必要

がある。中小企業対策については、別途考えていく必要があると思う。 

（塩崎議員） これは林副大臣が詳しいかもしれないが、財投改革を渡辺臨時議員も林

副大臣も私も中川幹事長もやったときに、政府保証なしの財投機関債で資金調達す

るというのが、言ってみれば市場のテストを受けることによって、業務の見直しを

外から受けるという仕組みがあったと思うが、これをぱっと見たときに、政府保証

付与で一元的に資金調達をすると、内部補助みたいなことが起きて、効率のいい部

門と、子会社ではないが内部補助になるのではないか。そうなると、「業務の不断
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の見直し」と書いてあるが、何によってやるのか。そういう仕組みを持っている市

場化テストと書いてあるが、効率性、つまり国民負担、納税者負担を軽くするとい

う仕掛けを持っているのか、内蔵しているのかちょっとよくわからない。政府保証

がついていると、プレッシャーがかからないんじゃないか。 

例えば、国際協力銀行のＪＢＩＣの部分は、かなりプロジェクトファイナンス的

にもできないことはないが、一元的に資金調達をすると、そういうことはないのか。

金融検査というのは別な観点から見るので、国会のチェックがあるが、あまり効か

ないということになると、その辺の見直しの仕組みはどうなっているのか。つまり、

納税者の負担を軽くするためにどうなっているのか。 

（御手洗議員） 中小企業に対する貸し付けについて申し上げたい。現実に新しい研究

開発をするときには、アイデアがあっても、いわゆる死の谷間があり、長い間なか

なか成果が出てこない。その間、中小企業に資金を貸してくれる市中銀行はない。

そこで、例えば、資産ではなくてパテントを担保に資金を貸してくれるとか、パテ

ントを申請している段階で金を貸してくれるとか、そういうことが中小企業や新技

術を育てる上で重要である。だから、もし政府系金融機関の所有者が民間になった

としても、少なくとも、定款や業務規定の中に、そういう中小企業を十分に助ける

ということを盛り込むべきであり、そうしない限り、その銀行の経営者は必ず株主

代表訴訟に巻き込まれてしまう。完全民営化するなら、定款なりに、その旨をきち

んと書くべきである。 

（林内閣府副大臣） 業務限定を中立に反映ということで、別表で必ずやる項目を全部

つけるようにしており、それぞれの分掌経理に基づいて、必要なものを常に見直し

ていく仕組みになっている。それから市場化テストや、いろいろなことをやるとい

うことがある。もう一つは資金調達だが、ここは政府保証を付与することができる

という可能規定であり、財投改革のときになるべく機関債を原則としていこうとい

うのは生きているので、可能であるということだけ申し上げておく。 

それから菅議員にお聞きしたいが、国の関与のところで最小限にするというとこ

ろ、ここはまだ行革事務局と総務省の間で議論しているところである。これはあく

まで例示で、ここに出たものはもういいということではないということだけ確認さ

せていただきたい。 

（菅議員） それは結構である。 

（大田議員）  とりまとめをすると、まず公務員制度改革については、渡辺臨時議員に

積極的に進めていただいており、全体パッケージが必要であるとか、哲学が大事で

あるとか、特に再就職斡旋は、その定義、禁止行為の定義などが重要であるので、

適切な法案化が必要だというような議論があった。これを踏まえて労働基本権、４

月に出るものも踏まえて、また検討を進めて、必要に応じて諮問会議で議論してい

きたい。 

それから政策金融改革については、いろいろな意見が出た。基本的には改革路線

が堅持されているということが確認された。ただ、中小企業金融について、商工中

金の完全民営化後の在り方については、意見が大きく対立している。恐らく、「必

要な措置を講ずる」の中身ということだと思うので、また今後諮問会議でもフォロ

ーアップしながら議論していきたい。 

（安倍議長） 公務員制度改革については、私が施政方針演説で述べたことを基礎に大

体このようにとりまとめてもらったと思うが、この政府方針の基本的な考え方に沿

って、渡辺臨時議員の方で責任を持って進めてもらいたい。 

政策金融改革については、政策金融改革を行う改革の原点を忘れずに、各大臣が
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リーダーシップを発揮して、その原点を忘れずにきちんと進めていっていただきた

い。 

○マクロ経済運営について

（高橋内閣府政策統括官） お手元の「マクロ経済状況について」を御覧いただきたい。 

最近、企業から家計への波及が弱まっていることが指摘されているが、その背景

は左側の図にあるように、勤労者の所得が 2006 年に入ってからやや伸び悩んでい

ることである。この勤労者の所得を分解したのが右側である。上が雇用者数、下に

給与の動きである。まず雇用者数は2005年以降コンスタントに伸びが続いている。

給与は実質ベースで見ると足元で若干減少しており、これが所得の伸び悩みに繋が

っていると思われる。 

２ページは、ＧＤＰギャップの議論である。 

ＧＤＰギャップは現実のＧＤＰと潜在的なＧＤＰの差である。潜在的なＧＤＰは、

経済全体の平均的な生産能力であり、機械設備と労働を平均的・趨勢的に使った場

合に実現可能なＧＤＰである。これと実際のＧＤＰを比べている。実際のＧＤＰの

方が潜在力を上回るような状況が続くことは、需要がそれだけ超過であり、いずれ

物価や賃金上昇の圧力が生れてくる。逆にマイナスだと、逆のことが起こる。 

図は内閣府で試算したＧＤＰギャップである。今の景気の回復局面、2002 年から

徐々にＧＤＰギャップは縮んでおり、足元ではほぼゼロ近傍である。ただし、潜在

ＧＤＰの算出には特に国際的に決まった方法がない。構造変化をどう織り込むかに

よって数字が随分変わってくる。したがって、プラス・マイナスの符合も含めて幅

を持って見る必要がある。内閣府は、先ほど申し上げた通りゼロ近傍というはじき

方をしているが、日本銀行は、若干需要が超過、プラスで推移しているとはじかれ

ていると伺っている。いずれにしても、内閣府、日銀いずれの推計も、2002 年以降、

ギャップが徐々に改善方向に向かっていることは同じではないか。 

３ページは、まず消費者物価については、生鮮食品を除く消費者物価（コア）で

は、足元で若干のプラスである。ただ、石油製品、その他特殊要因を除いた俗称コ

アコアで見ると、足元でマイナス幅は縮小しているが、ほぼゼロ近傍である。 

一方、ＧＤＰデフレーターは、2005 年から 2006 年にかけて一時マイナス幅が拡

大した。これは原油価格上昇で富が海外に流出したことと消費者物価の基準改定が

あったことが背景である。しかしながら、足元では景気の回復傾向を反映して、デ

フレーターは徐々にマイナス幅が小さくなっており、特に内需デフレーターは、足

元でプラスになっている。 

（福井議員） 時間の制約があるので極めて簡潔に申し上げる。 

日本銀行では、御承知のとおり毎年 10 月及び４月にややロングランな経済・物

価の見通しを述べた「展望レポート」を出している。そして、１月と７月にその展

望レポートについて中間レビューをすることになっている。 

つい先般の１月 17 日、18 日の金融政策決定会合で、昨年 10 月に見通した展望に

ついて中間レビューをしたところである。2006 年度の収まり方と 2007 年度の経済

展望についてレビューをしたわけだが、まず 2007 年度については、資料の下の右

側、2007 年度の成長が実質２％程度、2007 年度のＣＰＩの前年度比が０％台半ば

としている。これは昨年 10 月の展望レポートで出したものだが、この見通しは変

えていない。今後とも生産・所得・支出の好循環のメカニズムが維持される下で、

見通しに概ね沿って推移すると予想している。 

この新年度の経済の見通しは、政府で出している政府経済見通しでは実質成長率
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２％程度、消費者物価 0.5％程度となっているが、これと整合的であると私どもは

考えている。 

ただ、足元の 2006 年度の経済については、10 月の展望レポートで私どもが見通

したところに比べて、成長率、消費者物価ともに若干下振れていると見ている。成

長率が下振れている一番大きな理由は、2005 年度のＧＤＰの確報値がかなり下方修

正され、2006 年度への発射台が 0.3％ポイントほど縮小した影響がかなり大きい。

それに加えて、足元個人消費を中心に若干経済が下振れている可能性があると見て

いる。 

消費者物価の下振れについては、主として原油価格の反落の影響によるものであ

る。原油価格の反落によって、消費者物価指数の伸び率が若干下がる、少なくとも

2006 年度は少し下がると見ている。これは消費者物価は下がるが、日本経済にとっ

ては交易条件の改善、景気にとってはプラス、内需デフレーターは既にプラスであ

るが、総合のＧＤＰデフレーターもマイナス幅を縮小させる方向に働くと考えてい

る。 

なお、ただいま政府からコメントのあった企業部門から家計部門への波及につい

て、雇用者所得の推移、それからＧＤＰギャップについての計測については、私ど

もは特に違和感はない。実質雇用者所得は、雇用の増加について、労働力調査ベー

スの数字を使うか毎月勤労統計調査を使うかによって、表現すると多少感じが違う。

あるいはＧＤＰギャップについても推計方法が政府と私どもで若干違っているの

で、表現すると幾らか違うが、いずれも幅を持って見る範囲のものであり、方向性

として全く違和感はないと思っている。 

なお、政府のペーパーで、最後に参考として付いている「マクロ経済運営に関す

る基本的視点」の４つの視点は、我々は完全にシェアしている。 

（伊藤議員） 金融政策の説明責任、透明性について、ひとつお願いがある。 

今回の金融政策決定会合の前に、金融市場の予想が大きく振れたという事実があ

る。これは金融政策運営の透明性と説明責任の徹底、あるいは市場との対話という

点で若干問題があったのではないか。もちろん、諮問会議においては金融政策手段、

金利の上げ下げの是非について議論するつもりは全くない。日本銀行には手段の独

立性があり、これは独立性の根幹をなすからである。ただし、金融政策の枠組み、

あるいは金融政策の目標設定については、中央銀行と政府の意思疎通が重要である。

金融政策の目標設定については、手段について独立な中央銀行であっても、政府と

の意思疎通を図るのが世界の大勢である。適切な距離を保ちつつも「政府との間で

連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」という日銀法第４条の定

めのとおりである。 

   この「マクロ経済運営に関する基本的視点」という参考資料にある４つの視点は

シェアされていることは確認されたが、日本銀行は昨年の３月９日に「新たな金融

政策運営の枠組み」を導入し、ほぼ１年ごとに点検していくということとされてい

る。あと１か月余りで１年を経つので、恐らくこの枠組みの点検作業を開始されて

いるのではないかと思う。この枠組みの中の「中長期的な物価安定の理解」に関し

て問題提起とお願いをしておきたい。 

第１は、前回の議論でも申し上げたことだが、現在日本銀行の各政策委員の「中

長期的な物価安定の理解」で消費者物価指数の前年比で表現すると、０～２％程度

とされているが、デフレから完全に脱却するため、のりしろなどを考慮すると、消

費者物価指数にインフレ率で下限を０％としたのでは市場のデフレ懸念を払拭で

きないのではないかという点である。この点については、ＯＥＣＤあるいはＩＭＦ
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の対日審査報告においても下限を引き上げることが望ましいとされている。 

第２に、今回の市場の混乱に鑑み、透明性と説明責任の果たし方について、より

良い枠組みがないものかお考えいただきたい。例えば各政策委員ではなく日銀とし

て考える物価安定を、もう少し明確にかつ具体的に説明していただいた方が透明性

が高まるのではないか、あるいは説明責任が果たされるのではないか、市場との対

話でもよろしいのではないか、このように考えるがいかがだろうか。 

これから３月に向けて「中長期的な物価安定の理解」を点検する際には、是非こ

うした点にも配慮し、お考えいただきたい。 

（丹羽議員） デフレからの脱却が非常に大きなテーマになっているが、両方のご意見

をお聞きしていると、デフレーションの定義をはっきりする必要があるのではない

かと思う。消費者物価指数にしても、生鮮食料を除く総合、コアコアの基準があり、

ＧＤＰの需給ギャップ、あるいはＧＤＰのデフレーションの計算データと、大きく

分けると３つぐらいデフレーションを見る上での指標がある。デフレーションの定

義をはっきりしないと、こちらはデフレーション脱却したと言うけれども、こちら

はまだまだと言い、我々国民のサイドから見ると、どの指数をもって言っているの

か。全部の総合であると言っても見方やデータによって、生鮮食品を除くものなの

か、石油製品その他特殊要因を除くコアコアなのかというような議論が結構あると

思う。その辺りについては、是非デフレーションの定義をもう少しはっきり国民に

示す必要があるのではないか。 

（大田議員）  デフレの定義について申し上げておくと、デフレは「持続的に物価が下

落する状態」と言っており、これは基本的に終わっている。ただ非常に長く続いた

ので、本当に後戻りしないかどうか政府としては４つの基準を見ている。生鮮食料

品とエネルギー、その他特殊要因を除いたコアコアと呼んでいる物価指数、ＧＤＰ

ギャップ、生産１単位当たりの労働コスト、ＧＤＰデフレーター、という幾つかの

角度で見ている。 

日銀は生鮮食品を除いたＣＰＩを一番重視しておられる。若干見方は違うが、大

きな枠組み、方向はそれほど違っていない。 

（丹羽議員） 日銀はデフレ脱却している、内閣府は脱却していない、ということはな

いか。 

（大田議員） そこは一緒である。 

（福井議員） 格別宣言はしていない。 

（丹羽議員） 例えば、そういうことは起きないかと申し上げている。 

（大田議員） 今後も意思疎通はしていきたい。 

（福井議員） 日本銀行としては、今後とも金融政策の機動的な運営、フレキシビリテ

ィと透明性の確保の両立をきちんと図っていきたい。これが一つのポイントである。

それからもう一つは、日本経済の将来の姿を展望しながら、日本経済の実情に最も

即するような金融政策のフレームワークを追求していく。この２点はきちんと踏ま

えながら政策委員で議論をしていきたいと思っている。 

（甘利議員） やがて企業部門の好調が家計部門に波及していくというのは、そのとお

りだと思う。ただ、なかなか思いどおりにいかないという心配と、中小企業がコス

トアップを転嫁できないで、収益が縮小されていること等を注意深く見なくてはい

けない。 

我が省としては、家計の所得はこれからも増えていくし、将来にわたっても増え

ていくという見通しを立てた政策を作らなくてはいけない。企業が生産性を引き上

げて競争力を高めるために、それが収益を拡大させることにつながるので、その環
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境をつくることは全力でやるが、なかなか思ったほど好循環がまだ来ないというこ

とで、もう少し知恵が必要だと思っている。 

（大田議員）  月例経済報告関係閣僚会議で福井議員がおっしゃったように、企業から

家計のパイプはなかなか太くならないと思うが、先ほど総理から指示もあった職業

訓練や、底上げ政策をまたしっかりつくって、企業から家計に波及する枠組みを検

討していきたい。 

（菅議員） 前回も申し上げたが、地方の有効求人倍率は今最大で４倍以上の差がつい

てしまった。地方は、大きく改善したところがあるものの、全体としては改善はし

ているが若干である。そこを十分注意していく必要がある。 

（大田議員）  よろしいか。それでは以上をもって、本日の経済財政諮問会議を終了す

る。 

      （以 上）
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