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平成 19 年第 20 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年８月７日(火） 16:34～17:21 

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  山 本  有 二    内閣府特命担当大臣（金融） 

   同     渡 辺    喜 美  地域活性化担当大臣 

 

         増 田  寛 也    「地域力再生機構（仮称）」研究会座長 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）「平成 20 年度予算の全体像」について 

（２）「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告について 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○平成 20 年度予算の全体像 
○「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告＜概要＞ 
                （増田「地域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料） 

○「地域力再生機構（仮称）」の創設について（有識者議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告 
                （増田「地域力再生機構（仮称）」研究会座長提出資料） 

 
（概要） 
○「平成 20 年度予算の全体像」について 

（大田議員） 昨日の審議を踏まえ、所要の調整を行った上で、お手元に「平成 20 年

度予算の全体像」の最終案を示してある。これはほぼ昨日のものを踏襲しており、
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調整もしてあるので、改めて読み上げることはしないが、何か御発言があればお願

いする。 

（甘利議員） 来年度予算編成に当たっては、財政再建と経済成長の同時達成を実現す

るためのもの。「予算の量は少なく質は高く」をどう表現するかというと、予算の

燃費効率を上げることが重要であると、説明しようとしている。 

   燃費向上型予算として、例えば我が省関連で言うとがん対策等の実用化の研究開

発というものがある。研究開発事業の公募ではこれまでほとんどなかった臨床研究

前の企業と病院の共同研究について 126 件もの応募があり、企業と病院の連携が全

国的に急速に普及した。この事業の本格化により、病院のニーズを的確に反映し、

最新のバイオ技術を活用した標的治療薬などの画期的な抗がん剤の開発が期待さ

れる。 

   この予算は経済産業省、厚生労働省、文部科学省の３省連携で取り組む初の事業

であり、この枠組みでの協力関係の進展意識の高まりによって官民対話の場の設置

や官民対話を通じた制度改革、すなわち治験、承認の迅速化等の検討にもつながっ

ている。この燃費向上型予算で制度改革一体型のものができた例の一つである。 

   成長力、安心力強化を目的とする予算の中でも、今挙げたような機能を持ったも

のを最優先として、燃費向上型予算、すなわち燃費効率を上げる予算とするために、

当省としても最大限の努力をしたい。 

（尾身議員） 従来から申し上げているように、総理の御指示もあり、「基本方針 2007」

にのっとり、改革の努力を決して緩めることなく最大限の削減を行う必要がある。

全体としては平成 19 年度と同様の基準で概算要求基準をつくっていきたいと考え

ているが、メリハリの効いた予算にするという意味で、従来の成長力の強化に加え、

地域の活性化あるいは環境立国戦略、教育再生等に重点的な要求が出せるような枠

組みをつくりたいと考えているので、宜しくお願いする。「予算の全体像」を踏ま

えながら、引き続き早急に概算要求基準の具体的内容を調整してまいりたい。 

（塩崎議員） 自民党の中などでもいろいろな議論をされているが、やはり参議院選挙

で国民から示されたメッセージをしっかりと受け止めていくことが大事。 

   ただ、ここで総理から御指示もあり、議論されている改革の大きな流れというの

はまさに地域、各家庭、あるいは個別の農家といったところの足腰を構造的にも強

くしていくための改革である。大きな改革の流れの中でどれだけ本当にそれぞれの

中小企業や地域や農家、あるいは地方公共団体の足腰が強くなり、これから少子高

齢化の中で元気な日本をつくっていくか。元気な地方がなくては元気な日本はない

と安倍議長がいつもおっしゃっている。そういう路線できめ細かく配慮をしながら

大きな改革の流れを続けていくということではないか。 

（大田議員） それでは、「平成 20 年度予算の全体像」は本案のとおり経済財政諮問会

議として取りまとめてもよろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（大田議員） それでは、この全体像を踏まえた上で、具体的な概算要求基準の設定に

関しては与党とも調整いただきながら行っていただきたい。 

（山本臨時議員、渡辺臨時議員、増田「地域力再生機構（仮称）」研究会座長入室） 

 

○「地域力再生機構（仮称）」研究会・中間報告について 

（大田議員） 「地域力再生機構（仮称）」については、「骨太方針 2007」において創設

に向けて具体的検討を進めるとされており、私のところに専門家の方々にお集まり

いただき研究会を設置して検討してきた。今日は、研究会の増田座長にお越しいた
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だき、取りまとめられた中間報告について御説明いただき、審議したい。 

（増田「地域力再生機構（仮称）」研究会座長、以下「増田座長」） 「地域力再生機構

（仮称）」研究会であるが、事業再生、人材支援などの各分野の専門家 20 名の皆様

方にお集まりいただき、６月 28 日に第１回研究会を開催し、本日第３回研究会に

おいて中間報告を取りまとめた。その概要について御説明する。  

「『地域力再生機構（仮称）』研究会・中間報告＜概要＞」の１ページ目。全体は

大きく分けると４つの部分に分かれているが、１つ目のパートが１ページ目の左側

にある「『地域力再生機構（仮称）』の創設の意義」である。 

   まず「１．日本経済の重要課題は、地域経済の建て直し」であるとの現状認識を

示してある。各地域の経済が活力を取り戻し、特色ある自律的発展を実現していく

ことは、日本経済の重要な課題としている。 

   「２．」と「３．」であるが、地域経済の成長のため、地域経済の中核となる企業

を地域全体として後押ししていくことが重要としている。また、経営状況が悪化し

ている３セクの問題の早期解決は、地方公共団体の将来の財政負担の縮小や成長の

基盤づくりにとって緊急の課題である。 

 「４．」として、地域経済の再生は当然のことながら民間セクターが主役となる

べきであるが、公的部門との調整が必要とされる分野もある。例えば交通や病院サ

ービスなどはこういった要素があるので、こうした分野や、地域によっては問題解

決が先送りされていることから民間だけでは十分ではない状況もある。 

   「５．」であるが、国、地域の金融機関、地方公共団体が連携しつつ、地域経済

の本格的な建て直しを図るために、この地域力再生機構を創設する意義は大きい。 

   １ページ目の右側。機能において「重視すべき７つの点」を記載してある。先導

的な成功事例の創出、画一的対応でなく地域特性に応じた手法、都道府県などの境

界を越えた全国的な取組、民間活力の活用や他施策との役割分担、地域金融機関や

地方公共団体等との連携・協働、独立性・中立性、５年の時限組織の７つを挙げて

いる。 

   ２ページ目の左側、機構の機能や業務について。創設の意義を踏まえ、機構が対

象とする案件であるが、地域経済に相当程度影響のある中規模企業が１つ、それか

ら第３セクター。第３セクターは全国に今 7,000 くらいあると言われているが、う

ち４割、3,000 ほどが赤字である。また、５％、430 ほどが債務超過とも言われて

おり、対外債務の合計が 13 兆円くらいに上る。これが産業再生機構で手がつかな

いものだったので、今回第３セクターを対象とする意義は非常に大きい。 

   これらの関連として産業再生機構では制度上、限界があった面的再生に取り組む

ことが重要である。面的再生は一企業だけではなく関連企業や公的セクターとの調

整、地域資源の活用、地方公共団体との連携など、面的な広がりを持った再生が必

要なケースが多い。 

   ２ページ目の右側の業務スキームについて。資金面と人材面の支援を中心に考え

ていきたい。（１）の資金面については、産業再生機構同様にデュー・デリジェン

ス、再生計画策定、債権者調整等はしっかりと行いつつ、資金面の役割の大半は既

に民間のファンド等が広く存在しているので、こうした民間のファンド等に任せる

ことが適当。また、「④その他」に、政府系金融機関や信用保証協会の協力等につ

いて記載している。経営者・株主責任については責任の明確化を検討すべきである

が、責任の問い方は画一的な対応ではなく、場合によっては柔軟な取扱いも必要で

ある。 

   次に、機構の中心的な機能として位置付けている（２）人材面での支援について。
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地域の企業の再生に求められる経営人材は大都市部、ほとんど東京に集中している。

地域では著しく不足している。地域に送り出す人材のマーケットは、現在のところ

は存在していない状況である。このため、機構が人材管理の仕組みを構築するとい

うことは有用である。必要とされるのは、人材の登録・訓練等の「プール」の機能

であるが、必要とされる具体的な仕組みについては今後研究会で引き続き検討して

いきたい。 

   ３ページ目の左側、関係機関との協力連携の重要性について。まず（１）の地域

金融機関との連携であるが、適正な金融検査・監督などの金融行政上の対応を踏ま

えること。 

   （２）の３セクの再生であるが、地方公共団体とともに取り組むことが極めて重

要。その協力を確保するために今後、国が３セクの経営改革に関するガイドライン

を策定し、地方公共団体に平成 20 年度までに外部専門家等で構成される経営改革

検討委員会を設置し、更に平成 21 年度までにプランを策定することや、この委員

会に機構のスタッフが参加してデュー・デリジェンス等が適切に行われるように、

３セク側が適切な情報開示を行うことを助言すること。今、申し上げた内容のガイ

ドラインを策定し、国や総務省から通知すること。 

 （３）の中小企業再生支援協議会との関係であるが、こちらは中小企業一般を幅

広くカバーする協議会なので、今、設立しようとする機構とではおのずと役割分担

が成立して、多様なニーズを有する地域にとってこの機構が新たな選択肢となる。

いろいろな処理の選択肢の中で、更に機構の持っている役割を踏まえて機構が新た

な選択肢となる。このように機能することが重要。 

   最後に、３ページ目の右側、機構の組織・体制について。「地域力再生機構（仮

称）」については産業再生機構と同様に株式会社形態、公平性・透明性のある外部

有識者委員会等による意思決定、人的体制はできる限りスリムなものとして外部の

専門家の登用、民間へのアウトソーシングを進める。機構は平成 20 年度に創設し

て、存続期限を創設後５年後に厳守すべきとしている。内容は以上であるが、本日

午前中に大田議員にこの中間報告書を提出した。今後、研究会メンバーで全国を回

り、地域における事業再生ニーズの実態把握に更に努めたい。また、地元金融機関、

経済界、自治体と我々の研究会メンバーで積極的に意見交換を行い、更にこの考え

方の理解を深めていきたい。 

（丹羽議員） 「『地域力再生機構（仮称）』の創設について」御説明申し上げる。 

   地方の活性化、地域経済の建て直しが急務であり、我々が提案してきた地域力再

生機構はその切り札となり得る構想である。今回の研究会報告は、再生の実務に通

じた民間有識者が多数参加し、機構が果たすべき機能・業務・体制について具体的

な構想を示したものとして高く評価をしたい。政府においては、本報告を踏まえ、

今後以下３点を重視して、平成 20 年度創設に向けて具体的な取り組みを進めてい

ただきたい。 

   １つ目は、「３セク改革の加速」。３セクの本格的な再生が機構の業務の柱として

位置付けられたことを高く評価する。この３年間程度で本格的な改革・再生を行う

べきである。このため、経営不振の３セクに設置される経営改革検討委員会には、

機構の専門家等が原則として参加し、厳格なデュー・デリジェンス、あるいは経営

改革プラン策定を行う必要がある。 

   ２つ目は、「地域金融機関をエンジンとした地域経済の建て直し」。地域金融機関

は企業経営者の意識改革を促し、企業再生をリードすることで地域経済の建て直し

のエンジンとなるべき。また、金融庁は地域金融機関に対する適正な金融検査・監
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督などの金融行政上の対応を行うことで、地域金融機関が再生のリード役となるよ

うに促す必要がある。 

   ３つ目は、地域力再生機構の実効性を確保すること。機構が期待される役割を果

たすには有能な民間の専門家を結集・活用できる体制の構築が不可欠。そのために、

有能な民間の専門家を処遇できる給与体系の整備、民間ファンド・民間ビジネスと

の連携による外部人材の活用が必要である。「関係政府機関のバックアップ」も大

変重要。総務省、経済産業省、金融庁などの関係省庁、地方自治体、政府関係法人

が機構に対して全面的に協力し、バックアップする体制が不可欠。そのために、協

力義務等を明確にする必要がある。また、必要な予算措置、税制措置等についても

万全を期すべき。また、「新たな面的再生スキームの検討」も必要。面的再生は、

強力な権限を与えられたリーダーの下で明確なプランに基づいて取り組まなけれ

ば容易には進まない。海外や国内の事例を参考に、新たな取組の導入を検討すべき。 

   最後に、官だけに任せるのではなく、大手企業の各地域の支店など、いろいろな

形で協力をしていくことが大変に重要である。 

（菅議員） 地方公共団体が先送りしている問題として、前にもこの経済財政諮問会議

で御議論いただいた病院の問題と第３セクターがある。病院については、議員の御

指摘を踏まえ、懇談会を開いて何とか解決をしたい。第３セクターについては、経

営が著しく悪化しているものに関し総務省として通知を出し、経営改革のためのプ

ランを策定するように強く要請していきたい。同時に、この機構が機能するために

地方公共団体の意見を十分に踏まえながら具体的な枠組みの検討作業を詰める必

要があるので、総務省としても全面的に協力させていただきたい。 

（塩崎議員） 経済財政諮問会議で提唱され、地域力再生機構はいよいよ形が見えてき

たことを大変心強く思う。地域経済に相当程度影響のある中規模企業を対象に、元

気になってもらうための再生をしていくわけだが、民間議員ペーパーにも書いてあ

るとおり、地域金融機関がカギである。企業の実態と金融サイドから見た実態は裏

腹でミラーイメージである。企業が元気になるためには、金融が筋肉質に変わって

いかないといけない。したがって、金融機関が再生のリード役になることは、実は、

地域金融機関そのものも一緒に筋肉質に変わっていくことが大事である。「基本方

針 2007」の最初に「成長力の強化」があるが、特に「成長力底上げ戦略」では中小

企業戦略も３本の矢のうちの１つになっている。日本の企業の生産性はアメリカの

７割くらいしかなく、中小企業は更に低い。それを高めていくための一つの方策は、

今回のような試みを通じて金融がしっかりした経営をしている企業をどんどん育

てていく、再生していくことが大事。 

   結果として広がりのある展開を図れるような工夫をしていくことが大事ではな

いか。財政には限りがあり、産業再生機構をつくったときと比べると民間ファンド

やいろいろなエクスパティーズもかなりたまってきている。民の力を最大限動員す

るため国が知恵を出し、財政的に、例えば税や若干の予算など、少しの工夫で大き

な民の力の動員を図ることによって広がりが出てくる。そういう工夫を是非やって

いただかなければならない。我々も関係各省もいろいろ知恵を出していかなければ

いけない。 

   第３セクターも裏は全部金融であるから、これからは元気な３セクしか残れない、

金融もきちんとやってもらわなければいけないということだと思う。 

   最後に、全国的に再生に取り組むということや、「地域が元気になるためにこれ

をやるんだ」ということの意味合いをわかりやすく全国の皆さんに発信していくこ

ともとても大事ではないか。 
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（御手洗議員） 地域力再生機構は、今後の地域経済の活性化に重要な役割を果たすも

のと強く期待している。 

   機構の案件の中でも、特に第３セクターについては、機構が市場との仲介役とし

て果たす役割が非常に大きい。第３セクターは、公的機関や地元の関係者の関与が

非常に強く、企業経営と乖離した経営体質であることが多いため、民間の手で事業

再編が進みにくい分野である。一方で、地方経済や自治体の財政に大きなウエイト

を占めているため、処理を間違うと地域経済に多大な損失を与えかねない案件であ

る。 

   第３セクターの事業の中には、地域住民が誇りとする地元の観光資源などを活用

したものがたくさんある。したがって、仮に機構の手によってこうした事業が息を

吹き返すことがあれば、経済的効果を超えて地域に活力が生まれることは明確であ

る。ただ、既に疲弊している地域が多いので、５年という限度をきちんと守って、

スピード感を持って、業務を達成することが非常に重要であると思う。 

（甘利議員） 地域における事業再生の促進は、地域を再生させる、地域の地力をつけ

るために重要な政策課題だと認識している。 

   経済産業省としても、従来から中小企業再生支援協議会を設置し、民間主導によ

る中小企業再生の支援体制を整備してきた。直近のデータで言うと、１万 1,443 社

から相談を受け 1,793 件の再生計画の策定実行を支援し、約９万人の雇用を確保し

た実績がある。さらに６月 28 日に設置した中小企業再生支援全国本部と、各種の

協議会及び再生ファンドが一体となった地域中小企業再生支援ネットワークによ

り、その取組を大幅に強化した。 

   今後、この中小企業再生支援協議会に加えて地域力再生機構が発足し、３セク等

の公共性の強い分野の再生について先導的な役割を果たすことを期待している。さ

らに、この協議会と、新しくできる機構との適切な連携などにより、地域の事業再

生に向けた取組が効果的に進展することを期待している。 

（渡辺臨時議員） 私の方の地域活性化は、地域、地方の需要発掘に重点が置かれてい

る。地方で元気が出ない、デフレが続いている最大の要因は、需給のミスマッチが

あるからにほかならない。供給サイドの改革として地域力再生機構が創設されるこ

とは大変結構なこと。これで、まさしく需給のミスマッチ解消のトータルプランが

できていると思う。ばらまきでなく、地方に元気を取り戻す切り札として是非つく

っていただきたい。その上で３点コメントする。 

   第１に、地域経済の実態を更に詳細に見ながら地域のニーズを反映していくこと

が重要である。現場感覚が大事。例えば、先ほど菅議員が言及された土地開発公社、

３セクですが、膨大な資産を抱えている。地方住宅供給公社は対象に含むとされる

が、土地開発公社も再生が必要だと思っている。これは、法令上、破産手続がない

ようで、再生の対象にはできないとの御意見もあるようだが、それなら破産手続も

整備された方がいいのではないか。お宝の土地が相当眠って遊休資産になっている

わけだから、この活用は是非考えていただきたい。当然、この資産の評価が甘いと

いう問題があるので、活用するときにはデューデリがきちんとなされていくという

ことになる。また、ＮＫＫと言われる農業、観光業、建設業の３分野のうち、農業

分野が結構光が当たっていない。過剰債務がたくさん隠れている。農林水産省の農

業再生委員会との連携も是非進めていただきたい。 

   第２に、先送り、塩漬け、安易な支援措置というものは徹底して排除されるべき

である。なぜ先送り、塩漬けが続いていったのか。この点を解明する必要がある。 

   第３に、５月末の諮問会議でも指摘したが、公正性・中立性の確保が大事である。
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銀行との利益相反防止は必須の課題。銀行が飛ばしのために使うというのでは本末

転倒になる。是非、山本臨時議員には玉をしっかり出してもらう仕掛けもつくって

いただきたい。 

   また、面的再生についても言及されているが、これはまさしく産業再生機構でで

きなかった、残された課題である。例えば、私の地元の栃木県は足利銀行が国有化

されたことに伴い、産業再生機構やいろいろな公的ファンドが入り、事業再生は非

常に進んでいったと思う。ただし、産業再生、面的再生という観点からはまだまだ

不十分だという感じを受けている。地方公共団体が協力せざるを得ないような大が

かりな仕掛けを編み出すことが大事である。前にも言ったように、都道府県が観光

再生計画や建設産業再生計画といった面的計画をつくり、その計画の下で再生に参

加する事業者には思い切った債権放棄等の支援措置を講ずる仕組みが必要である

し、過剰供給構造の是正という仕掛けが当然この面的再生計画の中には含まれるは

ずである。 

   最後に、機構のトップ、中心メンバーをどうするかは極めて重要であり、真の再

生のプロを集めていただきたい。研究会の検討プロセスで、この機構で新しい取組、

画期的な取組ができるという認識が広がっていけば、おのずと優秀な人材は集まる

ものと思う。 

（丹羽議員） 皆さんの意見の中でも出ているが、機構に５年間の設置期限を付けてい

る。研究会の中間報告の最後に、機構の存続期限は５年で変えないが、状況に応じ

て買い取り決定の期限を柔軟に延長できるという言葉がある。そういう意見が恐ら

く委員の中から出ているのだろうと思うが、断固こういうことは排除していただき、

先送りにならないようにしていただきたい。先送りにするとそれだけまたリスクが

大きくなり、どんどん延びていく可能性がある。改革の場合は、特にこの辺は断固

として変えないということを是非増田座長にはお願いしたい。 

（山本臨時議員） 増田座長や民間議員の御意見に大賛成。特に、地方への元気を出す

メッセージとしてやっていただくのは大変重要で時宜を得た、いいことだろう。 

   その中で気になることは、中小零細家内工業的個人事業が忘れ去られないように

してほしい。地方には大きな事業はそんなになく、そこまでフォローしているんだ

というメッセージを是非お願いしたい。 

   民間ファンド、再生ファンドなどの材料となるものは売上高 20 億円と言われて

いる。そこで、金融機関の不良債権がまだ残っていると見られる 19 年３月の不良

債権比率は、信用組合で 10.3％、信用金庫で 6.5％、地域銀行で 4.0％、主要行で

1.5％。もはや自然のリレーションシップバンキングに任せていては大変だと思わ

れる信用組合や信用金庫を例に取り上げると、信用金庫の例で 20 億以上の貸出先

は全体貸出しの 0.008％で、非常に小さい。また、信用組合の 10.3％という数値に

ついて、非常に高いと思って中身をみると、168 組合中、例えば 51.97％などとい

う不良債権比率のところがあるが、そこでも上位 10 本の不良債権比率の高いとこ

ろを除くと 8.8％に不良債権比率ががくっと下がる。 

   そう考えると、リレーションシップバンキングから、どこまで 20 億以上のもの

をあぶり出しができるのかというと、そんなに期待ができない。そうすると、やは

り中小零細家内工業をフォローするということは、地域経済の自然治癒力向上とい

う意味で大変重要な観点になるので、その点もよろしくお願いしたい。 

（甘利議員） 中小企業再生支援協議会は、相談にいらっしゃいということで、規模の

小さなものもどんどん受け付ける。つまり、内科療法を取るか、外科療法を取るか。

規模が小さ過ぎて外科療法に合わない人は内科療法でこれを受け付けるというこ
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とで、コンビネーションでうまくできると思う。そこは連携をよく取りながらやっ

ていきたい。 

（大田議員） 小さいところは支援協議会で、と考えている。 

（山本臨時議員） 規模の大きなものだけ取り扱うと誤解されないように、それも合わ

せてメッセージを送ることが大事だと思う。 

 

（甘利議員） 超零細から中堅までカバーしますと。 

（大田議員） 報告書の中にもあるが、地域のニーズは多様であり、選択肢を増やして

いくという位置付けをしている。 

（八代議員） ほかの議員の方がおっしゃったように、地域力再生機構は地域の再生の

ために非常に重要な役割を果たすと思うが、そのためにはできるだけ多くの案件が

持ち込まれるような仕組みをつくらなければいけない。そのためにも、先ほど菅議

員がおっしゃったが、地方公共団体の方から問題のある第３セクターを地域力再生

機構に持ち込むようなインセンティブをつけていくことが大事。 

   その意味でも、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の細部が今、詰められ

ているが、これをかなり厳格にすることにより、できるだけ地域力再生機構を活用

することで、自治体と協力して第３セクターの問題を解決していくことが車の両輪

として必要ではないか。 

（塩崎議員） 案件が出てこないといけないという件については、先ほど申し上げたよ

うに金融とワンセットの話。産業再生機構のときにもなかなか金融機関が出してこ

ないこともあった。ここのところは山本臨時議員を中心に、地域経済をよく見てい

る日本銀行とも連携をしていただき、やはり金融機関が機構に案件を持っていって

一緒に企業を再生することは地域経済のためにもプラスだし、自分たちのためにも

プラスになるんだと、いろいろなインセンティブを金融機関に対しても与えないと

いけない。そういう工夫をして、できる限り案件が出てくるようにして広がりがで

きるようにしていただくことが大事。 

（菅議員） 八代議員からお話があったが、第３セクターに内々に打診をしているが、

意外に案件が出てきそうである。多分、今まで整理しよう、整理しようと思いなが

ら先送りしてきたが、地方公共団体は一つのきっかけにしたいという思いだと思う。

かなり出てくるだろうと事務方から報告を受けており、それは是非出したいと思う。 

（塩崎議員） そのときには多分、金融機関がわかりましたと言ってやるかどうかが問

題になるので、そこのところは山本臨時議員と菅議員が連携していただくと大変い

い形になるのではないか。 

（山本臨時議員） 塩崎議員が言われていることは誠にそのとおり。特に地域銀行のリ

レーションシップバンキングという、取引先と温かい関係を維持しつつも不良債権

を健全化していくことの意味とイコールでなければならないが、地域銀行での金融

人材と、いわゆるグローバルスタンダードで言う再生ファンドやヘッジファンドの

皆さんの能力が今は全く異なる段階で、今は勉強中というようなプロセスを踏んで

いると思っている。 

   具体例を挙げると、東急電鉄の箱根ターンパイクがマッコーリーに売られると、

30 年赤字だったものが翌年度から黒字になった。このようなドラスティックなこと

ができる地域銀行はそんなに多くはない。伊藤議員などと相談しながらやりたいが、

ビジネスモデルを学習するまで、ちょっと時間を貸していただかなければならない。

発表したからすぐに明日からというわけにはいかない。 

伊藤議員にその点を伺いたい。 
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（伊藤議員） 人材の確保は、それなりの報酬とやりがいのある仕事があれば集めるこ

とは可能。いろいろな人を集めてノウハウをそこから吸収していくという、核にな

る人材が何人か必要で、恐らくかなり素早く動いて人材を確保する必要がある。そ

こはあまり出し惜しみをしない方がよいのではないか。長期的にはペイすると思う。 

（増田座長） とりあえず今日のところまで急いでまとめたが、いろいろ御指摘をいた

だいたので、御指摘の点はこれから更に検討をして、できるだけ盛り込んでいきた

い。 

   大事なことは、機構ができて新たな選択肢が増えるが、そのことによって中小企

業再生支援協議会ともうまく連携が強まって、そちらの方もうまく回る。機構も回

る。全部に対して政府がきちんと地域に向き合って処理をするんだ、解決するんだ

という強いメッセージにつながっていくことが大事。 

   そういう宣伝を我々はこれから全国を回ってやっていくが、是非政府の方でも金

融庁、総務省を始め、いろいろなところで御支援いただき、機構を含めて全体を盛

り上げていただきたいとお願い申し上げたい。 

（大田議員） 機構の意義については基本的に御了解が得られたものと思う。今日の御

議論を踏まえ、更に機構の詳細設計を進めていくことが必要。機構の詳細設計とは

別に、８月末の概算要求に必要な要求を盛り込んでいくということも必要ですので、

それもよろしくお願いする。 

（安倍議長） 成長力の底上げを行っていくためにも、また日本全体が成長していくと

いう実感を持っていただくためにも、地域の経済の活力を取り戻さなければならな

いし、それが最も重要であろう。地域の経済を担っているのは、主に地域の中小零

細。この方々が、やはりやっていけるんだと夢を持てるように、我々はそういう勇

気を与えていく必要がある。地域力再生機構はそういう機構に是非なっていただか

なければならない。 

   また、かつて３セクに夢を託した時代もあったが、これがなかなかうまくいかず

に各地域によって大変な重荷になっている。しかし、御手洗議員がおっしゃったよ

うに、その地域のいろいろな特性やよさを生かしてトライしたものも多く、そうい

うものをもう一度元気にしていくことも重要だろうと思う。地域力再生機構の創設

は、まさにそういう意味で重要な構想であろう。 

   概算要求もあるので、当面大田大臣に担当をいただくことにするが、地域金融に

ついては山本大臣、３セクについては菅大臣に参画をしていただき、構想の具体化

を進めていただきたいと思うので、よろしくお願いする。 

 

（以 上） 


