第１回休眠預金等活用審議会
議事録

１．日時：平成29年５月22日（月）16:30～17:49
２．場所：総理大臣官邸４階大会議室
３．出席者：
（委員等）小宮山 会長、飯嶋委 員、飯盛委員 、北地委員、野村委員、萩 原委員、服部 委員、
程委員、宮本委員 、小河専門委 員、岸本専門 委員、工藤専 門委員、栗林 専門委
員、駒崎専門委員 、白井専門委 員、曽根原専 門委員、経沢 専門委員、宮 城専門
委員（御欠席：牧野委員）
（政

府）菅官房長官、加藤内閣府特命担当大臣、石原副大臣、豊田大臣政務官
野上内官房副長官 、杉田官房副 長官、西川内 閣府事務次官 、武川内閣府 審議官
松尾金融庁総務企画局参事官

（事務局）田和政策統括官（経済社会システム担当）、濵田休眠預金等 活用担当室 室長、
岡本休眠預金等活用担当室参事官
４．議事：
（１）休眠預金等活用審議会の運営について
（２）基本方針策定までの審議スケジュールについて
（３）基本方針策定に向けた主要論点についての意見交換
（４）ヒアリングの実施について
（５）その他
５．議事概要:
○濵田室長

それ では、定刻と なりましたの で、第１回休 眠預金等活 用審議会を開 催させ

ていただきます。
私、内閣府の担当室長の濵田でございます。よろしくお願いいたしま す。
会長が互選されるまでの間の議事進行を務めさせていただきます。
なお、本日の会議の 内容などにつ きまして、会議中 にSNS等での 発信をするこ とは、お控
えいただきますように、あらかじめよろしくお願いします。
それでは、本審 議会の初会合 に当たりまし て、本日、菅 義偉内閣官 房長官に御出 席をい
ただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。
○菅内閣官房長官

第１回目の 休眠預金等活 用審議会の開 会に当たり まして、一言 、御挨

拶を申し上げます。
第二次安倍内閣 成立前の野党 のころから、 休眠預金を社 会のために 役に立てるべ きでは
ないか、こうした問題意識を持ち、この問題に取り組んできました。
官房長官就任後 は、同僚議員 に具体的な検 討を委ね、そ の検討状況 を見守ってま いりま
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したが、関係皆様 方の御努力に よって、４年 の歳月を経て 、昨年12月 に法律が成立 をいた
しました。
休眠預金等活用 法は、国・地 方公共団体が 対応困難な社 会の諸課題 の解決に向け た民間
のきめ細かな支援 の後押しをし ていく、この ことを意図し たものであ り、民間の皆 様にお
ける公益活動の担 い手の育成や 社会的課題の 解決のための 民間資金の 一層の活用に 向けた
呼び水になること が期待をされ ます。そのた め、民の力を いかに引き 出せるかが重 要であ
ります。
このために、社 会の諸課題の 解決に向けて 、民間の皆さ んの知恵や ノウハウが最 大限発
揮できる仕組みを 構築されるよ う、委員の皆 様方におかれ ましては、 充実した御審 議をお
願い申し上げます。
○濵田室長

ありがとうございました。

続きまして、加藤勝信内閣府特命担当大臣より、御挨拶をいただきま す。
○加藤大臣

内閣府特命担当大臣の加藤勝信でございます。

委員の皆様方に おかれまして は、お忙しい 中、また、わ ざわざ遠路 からもおいで いただ
いた方もいらっしゃいまして、心から感謝を申し上げます。
休眠預金等活用 法第16条に基 本理念が定め られておりま すけれども 、そこにおい ては、
人口減少、高齢化 の進展といっ た経済社会情 勢の急速な変 化が見込ま れる中で、国 及び地
方公共団体が対応 することが困 難な社会問題 の諸課題の解 決を図るこ とを目的とし て、休
眠預金等が活用されるものとされております。
我が国が抱える 社会的課題は 、ますます多 様化・複雑化 しておりま す。こうした 中、従
来の行政手法では 、現場の実情 に応じた機動 的かつ柔軟な 対応が難し くなる中、休 眠預金
の効果的な活用に より、こうし た課題の解決 に向けた民間 の取り組み を支援してい く、こ
のことは、我が国 の生活の質や 水準を維持す る上でも、極 めて重要で あると考えて おりま
す。
他方、御承知の ように、休眠 預金は、国民 の貴重な預金 を原資とす るものであり ます。
その制度設計及び 活用に係るあ らゆるプロセ スにおいて、 透明性を確 保するととも に、休
眠預金の活用によ り、社会的課 題が具体的に どのように解 決されたの かといった成 果を明
らかにし、説明責 任を果たして いくことが、 本制度に対す る国民の皆 さんの理解と 信頼を
得る上で、不可欠であると考えております。
後ほど御説明い たしますが、休 眠預金等交 付金に係る資 金が実際に活 用されるまで には、
約２年半程度の時 間がございま すが、具体的 な制度構築に 向けて議論 すべき点は、 非常に
多岐にわたっているところであります。
委員、専門委員 の皆様におか れては、まず は来年の春目 途に、基本 方針の策定に 向け、
集中的な御議論を お願いしたい と考えており ます。御協力 を賜ります よう、どうぞ よろし
くお願い申し上げます。
○濵田室長

ありがとうございました。
2

冒頭のカメラ撮りは終了をお願いいたします。
（報道関係者退室）
○濵田室長

菅内閣官房長官は、所用のため、ここで退室をされると伺っておりま す。
（菅内閣官房長官退室）

○濵田室長

それ では、議事に 先立ちまして 、委員及び専 門委員の皆 様の御紹介を させて

いただきます。
本審議会の委員 、専門委員の 名簿は、資料 １として、皆 様のお手元 にお配りをし ており
ます。資料１の名 簿に沿いまし て、委員、専 門委員の順で 、50音順に 御紹介をさせ ていた
だきたいと思います。
まずは委員の御紹介をいたします。
飯嶋大三委員。
続きまして、飯盛義徳委員。
続きまして、北地達明委員。
続きまして、小宮山宏委員。
続きまして、野村修也委員。
続きまして、萩原なつ子委員。
続きまして、服部篤子委員。
続きまして、程近智委員。
続きまして、宮本みち子委員。
なお、牧野光朗委員は、所用により、本日は御欠席でございます。
次に、専門委員の皆様を御紹介いたします。
小河光治専門委員。
続きまして、岸本幸子専門委員。
続きまして、工藤啓専門委員。
続きまして、栗林知絵子専門委員。
続きまして、駒崎弘樹専門委員。
続きまして、白井智子専門委員。
続きまして、曽根原久司専門委員。
続きまして、経沢香保子専門委員。
続きまして、宮城治男専門委員。
以上でございます。
また、休眠預金 等活用審議会 令第２条第１ 項では、委員 の過半数が 出席しなけれ ば、会
議を開き、議決を することがで きないと規定 されておりま すけれども 、以上のとお り、本
日は、定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議事「１．休眠預金等活用審議会の運営について」でございます。
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まずは会長の互選を行いたいと思います。
法律の第39条第 １項の規定に より、会長を 委員の互選に より、決定 いただきます 。どな
たか御推薦はございませんでしょうか。
北地委員、お願いいたします。
○北地委員

この 休眠預金の眼 目でもあるこ とで、若者の 育成と教育 ということに ずっと

携わっておられま して、サステ イナブルな社 会づくりを現 在も御尽力 なさっていま す小宮
山委員が最適だと思っております。
○濵田室長

ありがとうございます。

どうぞ。
○萩原委員

私も 小宮山先生が 会長としてふ さわしいと思 うので、御 推薦させてい ただき

ます。よろしくお願いいたします。
○濵田室長

ありがとうございました。

そのほかにございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょう か。
北地委員、萩原 委員より、小 宮山委員を会 長にとの御発 言がありま した。委員の 皆様、
いかがでございましょうか。
（「異議なし」と声あり）
○濵田室長

ありがとうございます。

それでは、小宮 山宏委員に休 眠預金等活用 審議会会長に 御就任をい ただくことに なりま
した。
小宮山会長、一言、御挨拶をお願いいたします。
○会長（小宮山委員）

どうもありがとうございます。小宮山でございます。

今、官房長官、 加藤大臣から 御発言がござ いましたよう に、非常に 重要な審議会 でござ
いますので、難し い件も多々含 んでいると思 いますので、 委員の皆さ ん方、ぜひ御 協力を
いただいて、よい 案をつくりた いと思います ので、御協力 のほどよろ しくお願いい たしま
す。
○濵田室長

ありがとうございました。

この後の議事進行は、小宮山会長にお願いをいたします。
○会長（小宮山委 員）

それで は、休眠預金 等活用法第39 条第３項の 規定によりま して、

会長に事故がある ときは、あら かじめその指 名する委員が その職務を 代理するとな ってお
ります。会長代理を指名させていただきます。
程委員にお願いしたいと存じますが、お受けいただきますでしょうか 。
○程委員

お受けします。

○会長（小宮山委員）

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

早速、議事に入りたいと思います。
休眠預金等活用 審議会運営規 則（案）及び 休眠預金等活 用審議会参 加規程（案） につい
て、お諮りをします。
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休眠預金等活用 法第16条第３ 項では、休眠 預金等交付金 に係る資金の 活用に当たっ ては、
これが預金者等の 預金等を原資 とするもので あることに留 意し、多様 な意見が適切 に反映
されるよう配慮さ れるとともに 、その活用の 透明性の確保 が図られな ければならな いと規
定されております 。当審議会で の審議に当た っても、多様 な意見の適 切な反映や審 議過程
の透明性の確保を図ることが重要と考えます。
これを踏まえ、 事務局より、 運営規則（案 ）及び参加規 程（案）の 説明をお願い いたし
ます。
○濵田室長

それ では、資料２ をお願いいた します。運営 規則（案） をかいつまん で、御

説明いたします。
第２条をごらん いただきます と、第２条で は、会長が必 要と認める ときには、電 話会議
システムを利用した出席を含めるものとすると、決めさせていただけれ ばと思いま す。
第４条の第１項 をごらんいた だきますと、 会議を欠席す る委員は、 代理人を会議 に出席
させることは原則 できませんが 、会長が必要 と認めるとき には、代理 人の出席、発 言を認
めることができるという規定を書かせていただいております。
第５条には、書面 による議事を 例外として 可能とする規 定を置かせて いただいてい ます。
第６条、公表の 問題で、先ほ ど会長からご ざいました、 審議の透明 性という意味 で、非
常に大事だと思い ますが、この 点は、原則と して公表をい たしますが 、３項にござ います
ように、会長が必 要と認めると き、正当な理 由があるとき には、一部 を非公表とす ること
ができるという規定を置かせていただいております。
これに関しまし て、動画の中 継を行うこと にしたいとい うことで、 報告でござい ます。
この審議の状況を 速やかに公開 するという観 点から、議事 録の公表に 加えまして、 毎回、
動画を収録させて いただきまし て、後日、原 則として、会 議の翌日に は、動画を速 やかに
内閣府ホームペー ジに公表させ ていただけれ ばと思ってお りますので 、御承知おき いただ
ければと思います。
続きまして、資料３でございます。審議参加規程（案）でございます 。
このお諮りをす る趣旨は、こ の法律の国会 審議の過程で も、いわゆ る利益相反に 当たる
事案が懸念をされ るということ で、それに対 しての対策を しっかりと るようにとの 御指摘
がございます。それを踏まえてのことでございます。
この規程は、薬 事・食品衛生 審議会の薬事 分科会におき まして、い わゆる新薬の 承認で
ございますとか、 評価などを行 う際に、利害 関係者である 事業者との 関係等をあら かじめ
明らかにしていく という目的か ら、なされて いるものであ りまして、 それに倣った 形での
御提案をさせていただければと思います。
まず資料３の第 １条でござい ますが、所属 団体等に関す る申告でご ざいまして、 原則、
任命された日から 起算して３年 以内に所属し ていた団体に ついての役 職と、第２項 にござ
いますが、実際に動 き出すのは先 になります けれども、休眠 預金の活用 が始まりまし たら、
その休眠預金の活 用にかかわり ます、あるい はこれを受給 いたします 団体との関係 は、よ
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り詳細に申告をいただくということでございます。
第２条にござい ますように、 これら以外に も、中立性・ 公正性に疑 義を生じる事 由につ
いては、あらかじめ御申告をいただいて、公表させていただくというこ とでござい ます。
第３条でござい ますが、この 申告等により まして、特別 の利害関係 を有すると審 議会が
判断した委員に関 しましては、 当該審議事項 の審議及び議 決に加わる ことができな いとい
う規定を入れさせていただいているところでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○会長（小宮山委 員）

委員の 皆様の御異議 がなければ、 休眠預金等 活用審議会運 営規則

及び休眠預金等活 用審議会参加 規程につきま して、原案の とおり、決 定いたしたい と思い
ますが、いかがでございましょうか。
（「異議なし」と声あり）
○会長（小宮山委員）

よろしいでしょうか。

それでは、原案のとおり、決定いたします。
議事２に進みます。
「２．基本方針 策定までの審 議スケジュー ルについて」 2019年秋こ ろの休眠預金 活用に
向けて、基本方針 を来年2018年 の春ころに策 定することを 目指し、審 議を効率的に 進めて
いく必要があります。
資料５にありま すとおり、審 議を進めては いかがかと考 えますが、 委員の皆様は いかが
考えますでしょうか。御異議はございませんでしょうか。
（「異議なし」と声あり）
○会長（小宮 山委員 ） それでは 、この スケジュール を基本とし つつ、審議状況に応 じて、
柔軟に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、議事「３．基本方針策定に向けた主要論点についての意見交換 」に入りま す。
まずは基本方針で定めるべき事項について、事務局から御説明くださ い。
○濵田室長

事務局でございます。

資料６をごらん いただきたい と思います。 基本方針の構 成のイメー ジ案という資 料でご
ざいまして、法律の18条２項に規定されております事項を列挙したもの でございま す。
全部で７点列挙 されておりま すが、１点目 、資金の活用 の意義及び 目標、２点目 が活用
に関する基本的な事項ということでございます。
この基本方針は 、法律の最初 の見直し期限 とされており ます、施行 後、５年間を 視野に
置いた中期的な基 本的な方針を 定めるという ものでござい まして、１ 番にございま すよう
な活用の意義、何 を目指してい くかという目 標とあわせま して、法律 には、先ほど 来、お
話がございますよ うに、いわゆ る子供・子育 て、生活困窮 者支援、地 域活性化、こ の３分
野の活動を支援し ていく。ある いはいつまで も休眠預金に 依存するの ではなくて、 自立を
促していく、革新的 な手法の導入 を促してい くといった、基 本理念がう たわれており ます。
最終的に、具体的 にどのような 事業を採択 していくかと いうことは、毎年度の基本 計画、
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あるいは事業計画 の中で決めて いくことにな りますけれど も、そこに 至ります前に 、具体
的にどのような分 野の活動、あ るいは社会的 課題の解決を 優先して目 指していくの か、あ
るいは基本理念を どういう手法 で具体化して いくのかとい った点が、 基本的な事項 の中心
になるものと考えております。
３点目以降は、 より実務的な 事項でござい ます。３点目 は、資料に ありますよう に、民
間公益活動促進業 務、これは活 用の要になり ます指定活用 団体の業務 のあり方に係 るもの
でございます。
４点目は、指定活用団体の指定の基準及び手続の問題です。
５点目は、より 実務的になり ますが、毎年 度、指定活用 団体が作成 します事業計 画の認
可の基準、手続です。
６点目は、先ほ ど来、お話が 出ております ように、成果 を上げてい くということ が非常
に大事になりますが、成果の評価の実施に係る事項です。
７点目は、その他ということになっております。
こういった基本 方針をおおむ ね来年の春ま でに、策定を しないといけ ないというこ とで、
御議論いただければと思います。
以上でございます。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

それでは、今、 御説明いただ いた基本方針 を審議するに 当たりまし て、議論を効 率的に
進めるために、私のほうで、主要論点の案を整理いたしました。
資料７をごらんいただきたいと思います。
それぞれに対応 しております が、「１．法 の基本理念の 具体化」で す。例えば自 立した
担い手の育成、補 完的な資金供 給により、民 間公益活動に 係る資金を 調達できる環 境整備
の促進、大都市そ の他特定の地 域に集中し過 ぎないような 配慮など、 法第16条の基 本理念
に沿った形で具体化するために、どのような仕組みが求められるか。
特に休眠預金等 に係る資金の 活用が社会に 対し、目に見 える成果を 生むようにす るため
には、例えばビジネ スとしての成 立可能性や イノベーショ ンを伴う持続 的発展性とい った、
どのような要素を備える必要があるかといった点です。
「２．休眠預金 活用により優 先的に解決す べき社会課題 」です。今 、３分野及び それに
準ずるものといっ た形で、第17 条に記載して ございますが 、我が国が 抱える近年の 社会的
課題であって、か つ社会全体へ の波及効果が 大きく、国民 一般の利益 の増進に資す ると判
断されたものであります。
当該分野におい て、法の基本 理念を十分踏 まえたもので あって、国 及び地方公共 団体が
対応することが困 難な社会の諸 課題として、 向こう５年間 、優先的に 取り組むべき 課題及
び解決に向けた手 法としては、具 体的にどの ようなものが 想定されるか といったこと です。
「３．指定活用 団体に求めら れる機能、ガ バナンス／コ ンプライア ンスの体制」 です。
ここら辺は重要な議論の論点になると思います。
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次のページにま いりますが「 ４．指定活用 団体の指定基 準・手続」 です。例えば 計画の
適正性、経理的及 び技術的な基 礎、役員、ま たは、職員の 構成等、法 定事項を具体 化する
ため、指定基準と して、どうい った事項を設 定することが 適切か、ま た、民間のア イデア
を十分取り込んだ上で、指定基準を策定する必要があるのではないかと いった点で す。
「５．資金分配団体に求められる機能、ガバナンス／コンプライアン スの体制」 です。
「６．資金の活 用の成果に係 る評価の在り 方と成果に係 る目標に着 目した助成・ 貸付・
出資など、革新的な手法の開発の促進」といったことが主要な論点にな ると考えま した。
本日と第２回審 議会におきま して、この主 要論点（案） につきまし て、委員、専 門委員
の御意見をいただ き、第３回の 審議会におい て、基本方針 策定に向け て、審議すべ き論点
を抽出したいと考えております。
本日は、主要論 点の「１．法 の基本理念の 具体化」「２ ．休眠預金 活用により優 先的に
解決すべき社会課 題」を 中心に、委員、専門委員より 、御意 見をいただ きたいと思い ます。
時間が60分弱で 、19人の方が おられますの で、割り算を すると、簡 単に答えが出 ます。
１人３分以内とい うことで、私 は、砂時計を 置くことが好 きなのです けれども、内 閣府で
はあまりやらない ということで 、３分をあま りオーバーす るようでし たら、私から 申し上
げたいと思います ので、第１回 目ですので、 できれば、皆 さんから３ 分以内で御発 言をい
ただこうと思います。
御発言をいただ く方は、これ を立てて、御 発言が終わっ たら倒すと いうことにし ましょ
うか。
それでは、よろしくお願いいたします。御遠慮なくどうぞ。
○北地委員

この 主要論点だけ ではなくて、 全体にかかわ ることなの ですが、私は 、これ

まで公認会計士と ファイナンス 制度の整備、 産学連携の進 展、もう一 点は、財団社 団の公
益認定の内閣府で の委員をやっ ておりまして 、この中から 経験したこ とで、簡単に まとめ
ております。
１は、目的を推 進する仕組み をつくりなが ら、個々の案 件の評価を やらなければ いけな
い。つまり助成金 なり、何らか の個々のヘル プをすること を想定して 、全体の仕組 みをつ
くっていくことを 考えなければ いけない。こ れがいつか民 間の企業が 行えるような 領域に
入っていけるものを目指していきたいということであります。
例えば社会課題 として、企業 の食材ロスが あるのですけ れども、こ れと子供食堂 をくっ
つけるというアイデアを出していきたい。プラスとプラスのものをつく っていきた い。
２つ目に、会社 ではないこと ということは 、ゴーイング コンサーン の仕組みでは ないこ
となので、自己の 存続維持を目 的にしないよ うな団体にや ってほしい ということで す。あ
くまでも行う事業 が目的であっ て、自分たち が食べるため にやるとい うことではな いとい
うことを目指してほしい。
３番目には、柔 軟に民と民ら しく、しかし 、透明性は高 くしなけれ ばいけないと いうこ
とが民と民のルー ルであります 。これは、フ ァイナンスの 世界でもそ うですし、公 益法人
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もそうでした。第 三者によるチ ェックである とか、あるい はみんなに 見えるように して、
お互いが天秤をさ らして見てい くというもの なのか、その 辺は、まだ 考えが及んで おりま
せんが、透明性は高くということは、絶対に必要なことです。
４番目に、会計 士としては一 番嫌な部分を 見てきたこと なのですが 、善意がエゴ に変わ
るポイントとその 抑制というこ とが必要であ ります。善意 がエゴとい いますのは、 トンネ
ル会社を経由した り、私物化し たり、本来の 目的では買う 必要のない ものをどんど ん買っ
ていったりとか、 あるいは規定 をいきなり新 設して、労務 債務に計上 されてしまう 。退職
金を設定されてし まったり、そ ういうところ と合併をした り、のっと るといいます か、乗
っ取られるという ことがないよ うにしなけれ ばいけないの です。あと は、ストーリ ーと数
字が不一致という ことはよくご ざいますので 、やりたいこ とが皆さん に認めていた だいた
進捗で終わられているのかということを見ていきたいということです。
最後ですが、こ の活動には、 民間からのプ ロボノが絶対 に必要だと 思っておりま す。プ
ロボノを積極的に 集めるという ことと、適し たプロボノの 方です。適 していない組 み合わ
せというのは、往 々にしてござ いますので、 これをどのよ うに周知し ていって、御 協力を
集めていくのかということが課題だと思っております。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

宮本委員、お願いいたします。
○宮本委員

配付 させていただ いている資料 がございまし て、５ペー ジのところに ありま

す。法の基本理念 の具体化に関 しまして、自 立した担い手 の育成とい うことに関連 して、
日ごろから感じていることについて、お話させていただきます。
現在、子ども・ 若者支援関係 機関は、いろ いろな活動を やっており ますが、その 団体の
苦悩は、事業の ３要素であ るところの人 、場所 、資金が継続 できないと いう点にあり ます。
行政の委託事業は 、ほとんどが 単年度から数 年の事業で、 継続契約の 保障がありま せん。
人材を育てること 、特に20代か ら30代の人材 に支援の専門 家を採用し て、教育訓練 をする
ということが困難であります。
例えば大学を卒 業して、その 分野に入って きても、やが て行き詰っ てしまうとい う実態
がございます。支 援事業は、人 材が命ですが 、職員の教育 研修費をほ とんど計上で きない
状態にあります。 こうした課題 を休眠預金活 用によって、 実現すると いうことをぜ ひやる
べきではないかと思います。
補助的な資金供 給による民間 公益活動にか かる資金を調 達できる環 境整備の促進 となっ
ておりますが、３点、指摘させていただきます。
子ども・若者支 援に関連する 国や地方自治 体の委託事業 は、資金の 制約と事業目 的に沿
って、やれる範囲 が厳しく規定 されていて、 現実のニーズ に合致して いなくても、 切り捨
てなければならな いという状態 があります。 そこで、切り 捨てざるを 得ないが、重 要性の
高い部分を満たすために、この休眠預金を活用することを期待したいと 思います。
２つ目には、国 や地方自治体 の事業を受託 するというこ とではなく 、団体みずか らが地
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域社会のニーズを くみ取り、創 造しようとす る事業計画に 対して、積 極的に助成す ること
によって、現在の委託事業の問題点を克服することを期待したいと思い ます。
３点目は、縦割 りの行政機関 、行政施策を 反映して、委 託事業が行 われているこ とが多
いのが実態であり ますけれども 、地域におけ る新しい課題 の多くは、 諸制度に横串 を刺す
ことが必要なもの が多くなって おります。休 眠預金は、行 政では実施 できにくい横 串課題
に対して、積極的 に助成する性 格を持ったも のにしていく べきではな いかと考えて おりま
す。
以上でございます。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

人材で創造する 事業計画 、横串課題と いった大変重 要な御指摘で す。あと 、終わっ たら、
倒していただけますでしょうか。
服部さんが早かったのですか。萩原さんですか。
○萩原委員

よろしくお願いいたします。

私も提出資料が ございますが 、主に１番、 ２番を今回は ということ ですので、１ 番の成
果のところがこれ からの非常に 重要なポイン トになってく ると思いま すけれども、 成果を
求めつつ、イノベ ーション、革 新的な、実験 的なというこ とになりま すと、短期的 に見え
る成果と数年たっ てから出てく るものがある と思いますの で、これを 少し矛盾する ところ
があると思います が、そのあた りの調整の仕 方というので すか、何を 成果とするの かとい
うことについて、しっかりと専門委員を含めての議論が必要になってく ると思いま す、
そう言いますの は、私自身も 民間の財団に いて、助成を していたプ ログラムオフ ィサー
の立場とすると、 数年、10年後 ぐらいに、あ のときのお金 は、このよ うに社会的な 課題の
解決につながって いたのだとい うこともあり ますので、そ ういうとこ ろをどのよう にされ
ていくのかということまで、大変重要になってくるだろうと思います。
ですので、ビジ ネスとしての 可能性という ことが非常に 重要だと思 いますけれど も、そ
うではないものも たくさん社会 にございます ので、そうい った活動に 対して、どの ように
支援をしていくの か、あるいは 新しいものを 生み出してい くシードマ ネーとして、 貴重な
みんなのお金をも とにして、ど のような支援 ができていく のかについ て、議論して いける
ことが重要だと思っております。
２番の社会課題 でございます が、今回、３ つの分野と決 められてお りますが、こ の３つ
の分野は、恐らく 全てにつなが っていくもの であると思い ますけれど も、最初の５ 年とい
うことでございま すが、N PO法では17分 野ということ もございま すので 、そのあたり をどの
ように考えて、い ろんな多様な 分野に対して 、応援できる ようにして いくのか。こ の仕組
みづくりというところが非常に重要になってくると思っております。
○会長（小宮山委 員）

そうで すね。準ずる という表現も 第４項には ありますので 、そこ

ら辺は、どこまで を課題と考え ていくかとい うのは、大変 重要な論点 です。ありが とうご
ざいました。
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○飯嶋委員

それ では、金融機 関で、特に地 域金融機関の 観点から、 お話させてい ただき

たいと思います。
○会長（小宮山委員）
○飯嶋委員

きょうは、資料はございますか。

資料はないです。すみません。

まず基本理念の 具体化につい てなのですが 、この法の趣 旨にのっと りまして、活 動とし
て、幅広い分野で 利用できる仕 組みにするこ とが必要だと 思います。 そのため、こ の制度
を広く国民に周知 するという政 府広報活動と いうところと 、今回の審 議会の公表と いうと
ころも含めまして 、国民に理解 をいただくよ うな形がとれ ればよろし いのではない かと思
いますし、理解を得ないといけないと思っています。
また、休眠 預金の発生 というところ が今後 、大きくシス テムがFinTec h等の進展に よりま
して、スマホを経 由したものと か、その辺が かなり進展し ていくと思 われますので 、今ま
でのような発生状 況というのは 、なかなか望 めないのでは ないかとい うところを懸 念して
いるところでござ います。した がいまして、 中長期的な制 度での運用 のところを頭 に入れ
て、例えば早いも の勝ちで、最 初の２年間は 使えた資金が 次の年には 使えなくなっ てしま
うということがな いように、中 期的な観点を 検討の中に入 れていく必 要があると考 えてお
ります。
優先的な社会課 題につきまし ては、地域で かなり違うと 思いますの で、各地域の 課題を
吸い上げる仕組みが必要と考えております。
私ども金融機関 の目線からで は、３番目の 地域の活性化 というとこ ろで、今、事 業者さ
んとのお話の中で 、地域の中小 企業の雇用確 保というとこ ろで、新卒 者の確保であ ります
とか、若年労働者 の定着に関す る事業といっ たものが、こ ちらの行政 と民間のちょ うど谷
間のようなところ もございます ので、そのよ うな観点の議 論を取り上 げていって、 進めて
いきたいと考えております。
繰り返しになっ てしまいます が、広報活動 とも通じまし て、休眠預 金というもの の存在
が国民に広く知れ 渡ったときに 、活用にあわ せまして、先 ほど言いま した発生とい うとこ
ろがどのように動 いていくのか ということも 、ある程度検 討の段階で 見ていく必要 があろ
うかと思います。
ちなみに個別行 の話ですけれ ども、私ども の銀行では、 平成20年の 頭のころは３ 割程度
の払い出しだった のですが、今 、５割まで払 い出しがきて おります。 皆さん、委員 の方々
も御経験があると 思いますが、 発生のボリュ ームゾーンと いうのは、3 0代から40代 なので
す。それが小口と いうことなの で、大学進学 や、就職に伴 う転居で、 手続の煩雑さ 等も含
めまして、住所変 更しないまま 、休眠預金し てしまうとい うことでご ざいますので 、その
辺は、今後のFintech等 の活用の中で、ど ういう動きに なるのか、私ど ものほうでも わかれ
ば、発信していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
○会長（小宮山委 員）

大変重 要です。減る かもしれない という話で すね。ありが とうご

ざいます。
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服部委員、お願いします。
○服部委員

一番 最後の最後に できました。 そちらを見て いただけれ ばと思います 。細か

くなってしまいま して、申しわ けないのです けれども、基 本理念の具 体化というこ とでし
たので、16条を拝 見しまして、 そこで気にな る論点を少な くとも７つ 挙げさせてい ただき
ました。時間が来ましたら、教えていただければと思います。
７点なのですけ れども、まず １項のところ は、地方公共 団体が対応 することが困 難な社
会の諸課題という のは、一体ど ういうものな のか。実際は 、多様な社 会課題にいろ んな税
金は使われている ことは、多々 ありますので 、どういうふ うに解釈し たらいいのか といっ
たことです。
２番目が成果のことです。
それから、自立 した担い手と いうことが２ 項で書かれて います。こ の自立という ことを
どういうふうに解釈したらいいのかということです。
めくりまして、補完するための資金の供給です。補完という考え方に 対しまして 、
３項になりますと、透明性ということが書かれてあります。
４項は、大都市とその他の地域ということでございます。
５項になります と、革新的な 手法というと ころがござい まして、い ずれも御議論 させて
いただきたいと思います。
若干時間のある 部分に関しま して、御説明 させていただ きたいと思 います。それ ぞれの
論点に関しまして、感じるところを書かせていただいています。
まず１番目です けれども、こ こに書かせて いただいてい ますように 、長年解決が できて
いないと解釈する のだと思いま すが、一方で 、単独で対応 できないと いう社会課題 が多く
なっております。ですの で、行政とNPO、市民団 体、行政と株式会 社、いろんな方法 がある
と思いますので、 単独ではない という意味合 いを入れてい きますと、 非常に理解し やすく
なってまいります。そ ういう意味で は、NPOと行政との 協働という ことも、20年ぐら い議論
しておりますので、何らかの貢献ができるのではないかと思っています 。
社会の課題の現 場に接点があ るところ、そ こから声が上 がってきま すけれども、 それが
社会の認識になる 、施策に なるというの は、かな り時間がかか ってまいりま す。です ので、
ここで何が５年優 先の課題なの かということ をここで決め てしまうと いうよりは、 現場か
ら自然に吸い上がってくると、それが緊急な社会課題なのですと思って おります。
成果は、ほかの 先生方もおっ しゃっている とおりですの で、ゆっく り議論できる 点では
ないかと思います。
３番目なのです けれども、自 立した担い手 となりますと 、いつも経 済的に自立す ると思
われてしまいます が、一定の大 きさになって も、まだまだ 多くの手に よって、その 活動を
支えていく必要が 出てまいりま すので、自立 というのは、 経済的だけ ではないと理 解した
ほうがいいのではないかと思っております。
時間がきている ようでござい ますので、ほ かの数字は、 また発言さ せていただき たいと
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思っております。いろんな仕組みがまだまだ重要です。
○会長（小宮山委員）

どうもありがとうございました。

程委員、お願いします。
○程委員

どうもありがとうございます。

私は、経済界や グローバルと いう視点で、 この委員会に 貢献できる と思います。 経済界
による社会課題の 解決というと 、直接的には あまり関係が ないと思わ れるかもしれ ません
が、社会貢献の活 動というのは 、多くの企業 でもここ５～ ６年、非常 に活発になっ ており
ます。
私どもも日本法 人の社員数が 約8,000人お りますが、そ のうち年間で 約2,000人が こうい
った社会 貢献 活動に 参加し 、先ほ ども触 れら れてい ました プロボ ノとい う形 などで 、NPO
などと連携して社会課題の解決に取り組んでおります。
中でも重要と捉 えております のは、社会シ ステムにおい て、必ずし も経済的に合 理的で
はないけれども、 野球で言えば 「ポテンヒッ ト」と言われ るような、 行政も民間も 誰も取
り組んでいない社 会的課題がた くさんあると いうことです 。そういっ た課題につい て、企
業の視点、また参加し ている社員の 視点も取り入 れながら、複数の NPOと連携し て、解決に
向けた取り組みを続けています。今回、審議のインプットとしていきた いと思いま す。
また、広く国民 の満足度を上 げると同時に 、きちんと効 果をはかり 、リスクとリ ターン
を何らかの法則の もと、判断し ていかなけれ ばいけないと いうことで す。施策とし て採用
するものもあるし 、諦めて対応 できないとい うものがある と思います が、リスクと リター
ンの判断基準につ いて、単純に 経済合理性だ けではなく、 しっかりと したフレーム ワーク
をつくっていくということが非常に重要ではないかと思います。
以上です。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

専門委員の方も御遠慮なく、これをやってください。
飯盛委員からどうぞ。
○飯盛委員

実践 を通じた地域 づくりの研究 、教育をして おります。 私は、その立 場から

申し上げます。
地域づくりにお いては、次々 と自発的な新 しい活動が立 ち上がると いうことが求 められ
ます。地域づくり のいろいろな 有名な事例を 見渡しますと 、最初は本 当に小さな一 歩であ
ることに気がつき ます。それか ら、多くの人 たちを巻き込 みながら広 がっていくと いう特
徴があります。
まずはとにかく 第一歩を踏み 出すことが大 切で、そのた めには、イ ノベーティブ な、ア
ーリーステージの ような活動に も、資金的な こと以外でも 何らかの支 援ができない のかと
いうことを考えて います。そし て、この資金 の活用がきっ かけとなっ て、地域づく りの活
動への参加者が増 えて、さらに 担い手が生ま れて、いろん な活動が次 々と立ち上が るよう
な仕組みにもなればいいと思っています。
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そのためには、 審査結果や審 査プロセスの 透明化、成果 の測定はも ちろんではご ざいま
すが、事業のプロ セス自体も可 視化、共有化 していくとい うことが大 切ではないか と考え
ています。
地域づくりは、 成果がなかな か見えにくく て、さらに短 い時間では 成果を生み出 すとい
うことは難しいも のでございま す。そのため 、事業に寄り 添う、伴走 するような形 で、一
緒に考えたりする ことも大事な のです。また 、これらを評 価する仕組 みも重要です 。重ね
て申し上げますが 、この資金の 活用自体が新 しい担い手を 育むことに つながって、 それが
呼び水になって波 及していくと いうダイナミ ックな広がり を期待して おります。

この資

金が活用されてい るということ を、事業の推 進時に広く告 知をしていく ことが、多く の方々
の関心を高めて、 また、理解を 深めていくこ とにつながっ ていくので はないかと考 えてお
ります。
以上です。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございます。

駒崎さん、どうぞ。
○駒崎専門委員

駒崎です。

岸本専門委員、 工藤専門委員 、白井専門委 員とともに、 共同提案と いう形で、資 料を作
成させていただき ましたので、 詳細はそちら をごらんにな っていただ きたいのです けれど
も、議論における 前提になるよ うなポイント を５つ挙げさ せていただ きたいと思っ ており
ます。
１つ目は、イノ ベーション創 出に向けた未 来への投資と して、活用 していただき たいと
思っています。法 にも革新的な という言葉が あるように、 全国47都道 府県一律にば らまい
てというものでは なく、イノベ ーション創出 に向けた資金 の提供とし て、使ってい ただき
たいと思っております。
また、宮本委員 もおっしゃっ たように、行 政の委託など の単年度主 義が横行して おりま
して、中長期的に 事業を育てて いくというこ とができませ ん。そうし た従来、旧来 の手法
から脱却し、イノ ベーション創 出に向けたチ ャレンジを支 えるような 形にしていた だきた
いと思っております。
２つ目は、新し い社会モデル をつくるため のインキュベ ーション、 孵化装置の役 割を意
識していただきた いと思ってお ります。公的 財源を投じる のは難しい けれども、社 会にと
って必要なモデル をつくってい くという挑戦 を支えていた だきたいと 思っています 。挑戦
というのは、失敗 はつきもので す。一定のリ スクが存在す るというこ とは、先ほど 程委員
もおっしゃいまし た。この一定 のリスクを許 容して、全て の事業が成 功しないとい かぬと
いうことではなく て、中には失 敗するものも あるだろう、 そうだけれ ども、いい挑 戦だっ
た、そういった視点を内包したシステムでやっていただきたいと思って おります。
このインキュベ ーションに必 要な経営支援 や伴走支援、 キャパシテ ィービルディ ングな
どと言われますけ れども、そう したものもき ちんと支援で きるような 制度設計にす ること
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が必要です。すな わち、その事 業にかかる費 用だけでなく て、バック オフィスの費 用もき
ちんと見る。それによって、人が育っていくという視点も忘れてはいけ ないと思い ます。
３つ目、プロセ ス管理だけで はなくて、成 果指向で資金 提供を行っ ていただきた いと思
います。私もNP O業界が長く て、13年ぐ らいいますけ れども、助成財団で 、助成金を いただ
くと、いつも何に お金を使うの ですかという ことを問われ るのですが 、それでどの ぐらい
の人を助けたので すかというこ とを問われた ことは一度も ないのです 。なぜ20万円 文房具
を買うと言ってい たのに、５万 しか使わない のですかと問 い詰められ ることはあっ ても、
どのように、どの ぐらい人を助 けたのかとい うことは、余 り問われな い。そのよう に、非
常にプロセス管理というものが横行しています。
しかし、これは 本質的ではあ りません。成 果こそが問わ れるべきで す。成果によ って評
価される。そして 、評価が高い ところがまた 支援され、余 り成果が出 ていないとこ ろは、
たとえ有名であったとしてもいかぬという形にするべきです。
４つ目です。こ れがこれまで の公的財源で やっていた行 政の事業を 穴埋めすると いう形
で、休眠預金が使われないということをぜひお約束していただきたいと 思っており ます。
５つ目、最後で すが、過去の 踏襲ではなく 、新たな担い 手によって 、この制度が 運営さ
れることを期待し ております。 指定活用団体 は、従来のし がらみのあ るような団体 に指定
するということで はなくて、新 しく柔軟な新 組織が前提に されること が必要ですし 、指定
活用団体から資金 管理団体に資 金が提供され ますけれども 、過度に管理 的統制的にな ると、
既存の補助金など とたいして変 わらなくなっ てしまいます ので、ある 種イノベーシ ョンを
付加するような、 そうした資金 にするために は、資金分配 団体や現場 団体が使いや すいよ
うに、一方的にお 金をあげる、 もらうという 関係ではなく 、応答的な 関係を前提と してい
ただきたいと思っております。
以上です。
○会長（小宮山委 員）

共同提 案ということ で、よく練ら れておりま す。ありがと うござ

います。
岸本さん、今のものに加えて、どうぞ。
○岸本専門委員

ありがとうございます。

共同提案に加えて、さらに少しペーパーを出させていただきました。
論点の１につい ては、第一に 、イノベーシ ョンの推進と 、透明性の 確保を両立さ せる仕
組みが必要だと考 えます。その ためには、ま ず、国民に対 して開かれ たシステムを 構築す
る必要があるとい うことを申し 上げたいと思 います。休眠 預金等に係 る資金の活用 に関す
る法律概要の説明 についている 図の中には、 預金者は記載 されていま すが、国民に ついて
の記載がありませ ん。休眠預金 で何が起きて いるかという ことを、国 民に対して開 いてい
くという考え方を 徹底する必要 があると思い ます。つまり 管理的統制的 な仕組みでは なく、
開かれたシステム を構築するこ とで、透明性 と、先駆的な 活動の支援 ということを 両立し
ていくべきではないかと感じております。
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具体的には、仕 組み全体を通 じた透明性、 情報開示の徹 底というと ころで、例え ば民間
の財団では、公開 審査ですとか 、報告会を頻 繁にやってお ります。そ ういった仕組 みを資
金分配団体にお願いすることもあるのではないか。
また、Fail-Safe の装置をビル トインする こともあるで しょう。Fail -Safeとは失 敗がな
いように何重にも 防御するので はなく、失敗 が出たときに 柔軟かつ適 切に対応する 考え方
です。イノベーシ ョンを推進し ようとすると きには、必ず リスクはあ ります。また 失敗例
も出てくると思い ます。それを がんじがらめ に縛るのでは なくて、失 敗例が出てき てしま
ったら、それを第 三者機関がチ ェックし、そ こから学び、 システムを よくしていく という
考え方のほうが、適正なのではないかと考えます。
また国民全体に 対するレポー ティング、フ ィードバック の徹底が必 要です。これ は、仕
組み、進捗、成果 の公表でもあ りますし、そ こで出てきた 先駆的な仕 組みをみんな で共有
して、寄附をそこ に集めていく 、拡大・伝播 の仕組み、呼 びかけとい った意味での レポー
ティングも必要なのではないかと考えます。
第二に、 ソー シャル セクタ ーのイ ンフラ 形成 の視点 を入れ ていた だきた いと 考えま す。
担い手の育成とか 、民間資金の 調達のレバレ ッジの効いた 資金にする とか、地域バ ランス
といった法の目的 を本当に実現 しようとする と、地域の資 金分配団体 、あるいは成 果評価
者、マネジメント の支援者、そ うしたプレー ヤーを育成す ることが必 要となります 。特に
初期段階において は、これらの システム整備 の部分にもお 金を使うと いう視点が必 要では
ないかと感じております。
論点２の、休眠 預金の活用に より優先的に 解決すべき社 会課題につ いては、今ま で皆様
がおっしゃいまし たように、縦 割り行政のは ざま、あるい は民間のソ ーシャルセク ターが
イノベイティブな 方法を提案し ているところ 、企業や地域 社会など多 様なセクター で協力
できる領域があろうかと思います。
さらに具体的な 領域に絞りこ む際には、SD Gsの考え方を 国内取り組 みに落とした 、そう
いった議論をして いる研究報告 が幾つか出て おります。No One Left B ehind、ある いは介
入がただのばらま きではなくて 、構造改革に 連なるような 取り組みで あるべきだと いった
視点でもって、課 題が整理され ておりますの で、そういう ものを参考 にしてはどう か。プ
ラス、今、地方で は、縮小社会 、地域社会が 崩壊するとい う問題が出 ていますので 、その
視点を足したらどうかと思っております。
いずれにしまし ても、こうい った社会的な 課題について は、現場の 声を吸い上げ るとい
うことなくしては 、絞り込んで いくことはで きないと思い ます。した がいまして、 資金分
配団体・活動団体 、指定活用団 体の間の応答 的な関係性、 提案の可能 性を確保して いただ
きたいと思っております。
以上です。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

経沢さん、早く手を挙げられていたようで、ごめんなさい。
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○経沢専門委員

経沢です。

こういった会議 に参加させて いただくのが 不慣れなので 、空気の読 めないような 発言や
資料だったら、申しわけありません。
私は、休眠預金 が未来を生む ということを テーマに考え てきました 。今までなか った財
源ですので、非常 にフレキシブ ルに、新しい 挑戦ですとか 、日本の未 来をつくると いう、
既存の保護だけではないところに、提案ができるのではないかと考えて おります。
具体的には、子 育て支援と新 産業支援です 。新産業支援 に関しては 、社会的ベン チャー
の支援の仕組みを 、どうやって 国と民間がつ ながってつく っていくか 、支援してい ただく
のが望ましいので はないかと思 っています。 テーマとして は、少子化 、女性活躍、 一億総
活躍全てを解決できるようなことがいいと思っています。
簡単に私の自己 紹介をさせて いただきます と、団塊ジュ ニアの生ま れで、44歳な のです
けれども、26歳で 、自分で女性 を支援すると いうテーマで 起業して、1 7年ほど、経 営者の
仕事をやってきて います。です が、私自身も 30代で３回、 妊娠、出産 をして、育児 をしな
がら、たった１人で起 業してから、100人 規模のベンチ ャーまで会 社を育ててい く中で、一
番大変だったのは 、育児と仕事 の両立、さら に女性社員が 多かったの で、そういう 人たち
の育児支援については、自分自身も深く考えてまいりました。
特に私は第一子 が障がい児だ ったので、子 供が生まれた 瞬間、24時間 介護という問 題と、
経営をどうやって 両立するかと いうことに向 き合ったとき に、保育園で は賄えない部 分で、
個人的に周りに助 けてもらう人 を探すために 、保育資格を 持ったベビ ーシッターさ んなど
に個人的にお願い して、何とか 両方を両立す ることができ ました。で すが、例えば 障害を
持っているお子さ んのお母さん というのは、 仕事をやめた り、家族の 問題が非常に 複雑に
なって、世間と隔 絶されるとい う、非常に難 しい状況に追 い込まれて いるのが現実 だと思
います。
私は、そのとき に、いつか自 分がもっと経 営者として成 長したとき に、子育てを 両立す
るのが難しい人た ちに、もっと 気軽に、保育 資格を持った ベビーシッ ターさんが安 く使え
る仕組みがあった らいいのでは ないかという ことをずっと 考えており まして、私の ２回目
の起業は、スマ ホで、１ 時間1,000円か ら、ベビ ーシッターさ んが、Ube rのようにす ぐ呼べ
るというサービス を、今、行っ ています。自 社の宣伝をす るつもりで 参ったわけで はない
のですが、資料には、そのことを書かせていただいています。
11ページなので すけれども、 私が提案した いことの１つ は、育児支 援ということ と、社
会的ベンチャーの支援というものです。
１つ目の育児に 関しては、日 本は育児が充 実していなく て、保育園 というのは、 非常に
すばらしい設備だ と思いますし 、私も２人目 、３人目の子 供は、保育 園にお世話に なりま
したが、育児のイ ノベーション があってもい いのではない かと、常に 思っています 。待機
児童対策は、スピー ドが追いつか ないので、補 助的に活用す る仕組みが 必要だと思い ます。
最後にまとめた のですけれど も、国家資格 を持つ潜在保 育士の方が8 0万人いて、 この人
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たちがフルで復帰 できないのは 、フルタイム で働けないか らというこ となので、テ ンポラ
リーで、補完的な マッチングの ような仕組み があれば、日 本の育児は もっと充実し て、速
度が上がるのでは ないかと思っ ているので、 保育バウチャ ーのような 形で、何か新 しい予
算が取れないかということです。
もう一つ、社会的 ベンチャーの 支援に関し ては、民間と国 の連携の仕 組みが何かあ れば、
もっと民間のパワーをうまく使えるのではないかと思っています。
長くなりましたが、以上です。
○会長（小宮山委員）
○曽根原専門委員

曽根原専門委員、どうぞ。

資料７の「 基本方針策定 に向けた主要 論点（案） 」は、小宮山 会長が

提出されたもので しょうか。そ ちらの６点も 拝見させてい ただきまし て、私自身と しては
「１．法の基本理 念の具体化」 の中の後半部 分が、圧倒的 に大事では ないかと感じ ており
ます。
「特 に、休眠 預金等に係る 資金の活用が 社会に対し目 に見える成 果を生むため には、
例えば、ビジネス としての成立 可能性やイノ ベーションを 伴う持続的 発展性など、 どのよ
うな要素を備える 必要があるか 」。この点は 、今回の法に 限らず、公 益分野の民間 事業に
とって、今、とても重要な課題だと感じております。
私自身は、農村 の活性化とい ったことの支 援を、全国の 方々に行っ ているのです けれど
も、恐らくその分 野のみならず 、今回対象と なっている３ つの公益分 野が、そうい う局面
に入っているので はないかと感 じております 。そんな中で 、休眠預金 といった、お 金を資
金支援の仕組みの 中で活用する という法律が でき、資金支 援の仕組み ができ上がろ うとし
ておりますけれど も、先ほどの 視点を実現す るためには、 お金の支援 だけではなく て、人
の支援といったこ とが、とても 大切だろうと 考えておりま す。例えば 人という経営 資源の
支援、サポートや人材育成といった点が欠かせないのだろうと思います 。
間接的な人的支 援というなら ば、資金支援 とともに、ア ドバイザー 、コンサルタ ントと
いった伴走型のや り方もあるの でしょうし、 直接的な人的 支援という ことであれば 、起業
家教育といったこ とも、あわせ て考えるべき だろうと思い ます。しか し、この分野 はイノ
ベーションが必要 だと思ってい ますので、イ ノベーション を伴う持続 発展性を期待 、ある
いは実現できるよ うな、法の理 念を現実社会 に実装するこ とができる 起業家のよう な人々
を育成・輩出して いくことがで きる仕組みを 、資金支援の 仕組みとと もに、制度設 計する
ことを御提案したいと考えております。
以上でございます。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

あと12分あって 、ちょうど４ 人ですので、 ３分以内でち ゃんとやっ ていただけれ ば、大
丈夫です。
工藤さん、お願いします。
○工藤専門委員

ありがとうございます。

駒崎専門委員ら と出したもの に加えまして 、専門委員の １人として ということに なりま
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す。
１つは、法の理念 の具体化の中 に、フルコス トリカバリー の概念を入 れていただき たい。
管理費の扱いとい うのは、非常 に議論になる 部分だと思っ ておりまし て、特に行政 の事業
をやりますと、い わゆる経営運 営に関する管 理費が、初め から設計さ れていない部 分があ
りまして、これは 持続性を担保 するにせよ、 また、抜本的 にやるにせ よ、非常に足 手まと
いといいましょう か、重い事業 になります。 無駄はもちろ んだめなの ですけれども 、出す
べきところは、最低限出すということの合意が必要だろうと思います。
もう一つは、成 果志向ではあ りますけれど も、行政事業 は、仕様書 にがんじがら めにな
って、成果にたど り着く手前の 段階で、やる ことを制限さ れることが かなり多くあ ります
ので、いかに自由 度を高く、課 題にアプロー チできるかと いうことと 、しっかりと したガ
バナンスのバラン スというのは 、どの委員も 考えられてい ると思いま すが、想像以 上にガ
バナンス面を強め ると、やるこ とが全部既定 された状態か らスタート というのは、 もう一
度、申し上げたいと思います。
成果に関しまし ていうと、難し い問題に対 して、いかに成 果を出すか というプロセ スも、
どこかで成果の出 やすい分野の ほうに、案件 が流れてしま いがちにな るのではない かと考
えまして、それに 対して、私の 分野からいい ますと、家族 や保証人が ついている人 、日本
語ができる方、ま たは申請書が 書ける方、そ ういう方々が 大前提とな り、そうでな い人た
ちは、課題として 大変重い一方 で、成果が出 づらいという ことで、フ ォーカスから 外れが
ちになるのではないかと思います。
詳細なイメージ だけでいいま すと、例えば 住居、住宅問 題でも、確 かに全ての人 が住宅
を必要だと言って いる一方で、 未成年で、か つ児童養護施 設退所者、 少年院退院者 など、
親なり、身元引受 人がいなけれ ばいけないほ ど、住宅への ハードルが 確実に上がっ ていく
ということであっ たりとか、最 近は少しクロ ーズアップさ れましたが 、難民であっ たり、
日本人であっても 、ルーツが外 国にあり、御 家族の方が日 本語をお話 することがで きない
ような案件ですと 、今の行 政の事業領域 ではカバーし づらく、かつ、成 果を前提とす ると、
意外と難しい、時 間のかかるよ うな案件が多 いということ で、イノベ イティブな手 法によ
って成果は出すの ですけれども 、成果が出や すいところに 、初めから 目線がいかな いよう
に、気をつけていきたいと思っています。
最後に、新しい 事業、プロジ ェクトが注目 されやすいと 思うのです けれども、既 存の事
業の中で、応能負 担、受益者負 担がある前提 で、支援なり 、就業なり 、生活が支え られて
いるものの中で 、バウチャ ー的な取り組 みというのは 、行政で はなかなか進 まない。かつ、
もう一つ踏み込ん でいいますと 、バウチャー は出るのです けれども、 施策に至るま での交
通費であるとか、 実費負担の原 則みたいなも のが外れない がゆえに、 ただで使える けれど
も、そこまで行くこ とができない みたいなこ ともあります ので、カバー 領域というも のは、
ここでしっかりと議論していくべきだと思います。
以上です。
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○会長（小宮山委員）
○白井専門委員

白井さん、どうぞ。

ありがとうございます。

共同提案を出さ せていただき ました。先ほ ど駒崎専門委 員から、ほ ぼ完璧な説明 をして
いただきましたの で、その背景 にあるものを 、自己紹介を 兼ねてお話 しさせていた だけれ
ばと思います。
NPO法人トイボッ クスの代表を しておりま す。日本で初め て公設民営 型のフリース クール、
いわゆる不登校の 子供たちのた めの学校を、 大阪府池田市 教育委員会 の委託という 形で運
営しています。ま た、東日本大 震災の発災当 時に、官邸で 実施してい ました会議に 参加し
ていたという御縁 から、福島県 南相馬市に、 発達障害を持 つ子供たち を支援するセ ンター
を開設・運営した り、あるいは 内閣府が実施 している子供 の貧困の連 鎖をとめる事 業の実
施団体として、放 課後支援した り、そういっ た事業をして おります。 ほぼ全て、今 までの
制度のはざまに落ちていたニッチな事業でございます。
放置しておくと 、ますます大 きな社会課題 に発展してし まうという 一方で、対象 者の属
性を見たときに、 受益者負担が 望みづらい分 野でございま す。そうい った分野で、 宮本先
生にも御指摘いた だいたとおり 、財務的にも 、人材的にも 状況が厳し い中で、奮闘 してい
るNPOもたくさんあ る一方で、お かしなお金 の使い方をし ているNPOも 、残念ながら ござい
まして、特に地方に行 くと、NPOというだ けで、怪しく見ら れるという 経験をたくさ んして
まいりました。
そういう意味で 、ガバナンス もしっかりや らないといけ ない、そし て、信頼性を 確保す
るためには、コス トがかかりま す。今、フル コストリカバ リーという 話がありまし たけれ
ども、ガバナンス と本業への集 中が両立でき る制度設計が 急務だと考 えています。 今まで
は、本来事業が世 の中の役に立 っていても、 各団体の基盤 が脆弱であ るがために、 ガバナ
ンス、コンプライ アンスが後回 しになってし まっている。 逆にそこを 頑張ろうとす ると、
本来事業が弱くなって、本末転倒になってしまう事例もたくさん見てま いりました 。
そういう意味で 、この機会を 健全な社会的 セクターを育 成していく ため、また、 誰も排
除することのない 社会づくりの ためのチャン スにしていか なければい けないと考え ていま
す。そのために、 イノベーショ ンがないとこ ろに、資金を 投下するこ とがないよう にしな
いといけないとい うところも、 皆さんの御意 見と共通だと 思います。 どうぞよろし くお願
いいたします。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございます。

小河さん、どうぞ。
○小河専門委員

小河と申します。

長くあしなが育 英会に勤務し ておりまして 、今はあすの ばという団 体で、子供の 貧困対
策に取り組ませていただいております。
子供の貧困とい う観点からお 話をしますと 、今もニッチ という部分 がありました けれど
も、子供支援の中 でも、光の当 たっていると ころと、そう でないとこ ろが、崖のよ うにな
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っている。例えば 生活保護を受 けていらっし ゃる方は、大 変なのです けれども、生 活保護
の捕捉率が非常に 低いという問 題もあって、 本来なら、生 活保護を受 けられるよう な家庭
のお子さんのほう が、より大変 な状況にいる ということが あります。 社会的養護の 問題で
も同じで、本来 は施設に入 れるような 、大変な家 庭のお子さん がいて、施設に入れた 子は、
それでも光が当た るのですが、 家庭に放置さ れてしまう子 が、いろん な事件に巻き 込まれ
るケースも少なくないという部分があるかと思います。
そういう意味で は、今回、こ ういう問題は 、まさにそう いう光の当 たっていない 子供た
ちに、どうやって 光を与えるか 。これは単に 子供たちへの 直接支援と いうことだけ ではな
くて、間接的にそ れを支える人 たちも、そう いう分野は非 常に少ない 。その分野の 支援と
いうのは、非常に 弱くなってい る部分も一方 であります。 生活保護で すと、ケース ワーカ
ーの方がついたり ということが あるのですが 、そういうこ ともない。 具体例でいう と、そ
ういうところだと思います。
何人の委員方も おっしゃられ ているように 、国がやるべ きことと、 このお金でう まく活
用することの切り 分けもすごく 大切で、本当 にありがたい ことに、子 供の貧困分野 に関し
ては、今、内 閣府でも 、子供の未来 応援基金をつ くっていただ いて、NP Oを支援して いただ
いている分野があ ります。ある いは給付型の 奨学金とか、 ひとり親へ の児童扶養手 当につ
いても、多子加算 ということで 、つけていた だくというよ うな予算を 、国にも一生 懸命や
っていただいてい ますので、こ ういう分野と 、そうではな い、先ほど 言ったような 分野、
どの分野が子供の支援の中で大切かということが、１つあると思います 。
もう一点をいう と、今度、子 供の貧困は、 どこで線を引 くかという のは、非常に 難しい
問題で、年収250万以下 の子供だけ、光が 当たればいい のかという 問題ではなく、そ ういう
部分でいえば、子 供の普遍的な 、ユニバーサ ルな支援も視 野に入れた 、そういう支 援のあ
り方も当然必要になってくるのではないかと思います。
ありがとうございました。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

宮城専門委員、どうぞ。
○宮城専門委員

私は、連名で 出された、イ ノベーション 創出支援に 資するべきだ という

点に大変共感する のですけれど も、休眠預金 という、税金 ではない、 味のある資金 という
今回の利点を最大 限に活用した 、戦略的投資 につなげてい くべきだと いうことを思 ってい
ます。
そういう意味で は、個別の社 会課題の重点 領域を考えて いくのも、 とても大切だ と思う
のですけれども、 １つには、社 会課題が自立 的に解決され ていく社会 の構造をどう つくっ
ていくかというと ころへの投資 ということも 、戦略的に意 識するべき ではないかと 思って
います。そういう 社会的な基盤 とか、エコシ ステムをどう つくってい くか。それは 先ほど
曽根原さんも言わ れた、新たな 担い手の起業 家、担い手育 成というこ とも、とても 大事で
しょうし、評価だ ったり、財務 基盤みたいな ものを横串で 支えていく ような部分を 、重点
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領域としてあえて位置づけるということも、１つ考えるべきではないか と思ってい ます。
もう一つは、資 金を使うだけ ではなくて、 活用していく という点を 持った担い手 を、資
金配分団体にする ということを 意識していく べきではない かと思って います。要す るに配
分するだけではな くて、時には 、融資とか、 投資という形 で、減らな い形の資金と して活
用されるのもいい かもしれませ んし、さらに は民間の新た な資金の呼 び水になるよ うなこ
とを意識した使い 方を考えるべ きではないか 。そのために は、資金配 分団体、コミ ットメ
ントのある担い手 が、高い自由 度で提案がで きる可能性を いかに担保 するか。それ は多少
リスクをとった任 せ方をするこ とにもなると 思うのですけ れども、そ の点について 、意図
的に向き合うべきではないかと思っています。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

最後になりました。野村委員、お願いします。
○野村委員

私は 、専門がガバ ナンス、コン プライアンス ですので、 次回以降、御 発言さ

せていただくこと になるかと思 いますが、先 ほどちょっと お話がありま したように、最近、
我々の分野では、 過剰なコンプ ライアンスの 問題点という のが、逆に クローズアッ プされ
ています。単純に 手続だけを強 要しまして、 アリバイづく りのような 仕事がただ積 み上が
っていくというコ ンプライアン スに対して、反省が生じて いますので、その点に関し ては、
業務に溶け込んだ 過不足のない コンプライア ンスについて 発言をさせ ていただきた いと思
っています。
成果の捉え方も 、アウトプッ トではなくて 、アウトカム で見ていく というのは、 私もそ
ういう方向だと思っています。
きょう、お話さ せていただき たいのは、16 条の一番最初 のところに あります、国 及び地
方公共団体が対応 することが困 難な社会の課 題の解決とい うところで す。ここは、 非常に
重要なポイントな のですけれど も、これを考 えるに当たっ て、この審 議会のあり方 と進め
方について、２点だけお話をさせていただきたいと思います。
１点、課題を抽 出するときに は、行政を無 視しないほう がいいと思 っています。 という
のは、皆さん方の 中には、行政 が気づいてい ないことをや るというこ とに情熱を傾 けて取
り組んでおられる 若い方がたく さんいること は、よく承知 しておりま すけれども、 行政も
長年にわたって、 社会の課題に 対して応えよ うと思って、 いろいろな 課題の掘り起 こしを
やってきているわ けです。言い 換えれば、行 政の対応が困 難というの は課題発見が 困難な
のではなく、課題 解決が困難も のも多いとい うことです。 そうなりま すと、行政の 中で、
既にたくさんの課 題が発見され ているのだけ れども、結局 、自分たち でできること という
のは、行政の間の 連絡協議会を つくる程度で 終わってしま っていると いう部分があ るわけ
で、そこを拾うの が、１つはや り方として重 要なのではな いかと思い ます。自分た ちの頭
の中で、行政の気 づいていない ことを探す前 に、あるいは それと同時 に、これまで たくさ
んの努力をしてき たけれども、 うまくいって いないものは どこにある のかというこ とを、
できれば、内閣府 で、各省のこ れまでの課題 をきちんと整 理していた だいて、我々 の中に
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どういう課題があ るのかという ことを、横串 を刺して見せ ていただけ ればというの が、１
点、進め方でのお願いであります。
それから、行政 との間で、コ ラボすべきと ころというの は、先ほど お話もあった のです
が、社会的インフ ラの中で足り ていないもの がたくさんあ るわけなの です。例えば 空き家
問題などをやりま しょうという 話になったと きに、空き家 の評価の仕 方というのは 、全く
整っていませんの で、結局、価値 がある空き家 も有効活用で きないとい うことがあり ます。
この種のプロジェ クトは、すで に国交省で進 んでいますが 、仮に今後 この審議会で 優先課
題を見つけていく 中で、行政に サポートして もらうべき課 題が見つか ったときに、 この審
議会から各省にフ ィードバック していくよう な、そういっ た道筋も御 用意いただけ れば、
大変ありがたいと思います。
せっかくいいア イデアで、や りたいという 人がいても、 社会的なイ ンフラが整っ ていな
いために、頓挫し ているものが あるのだとす れば、各省に 戻して、そ れぞれの検討 を促す
ということも必要 だと思います ので、そのよ うな形で、こ の審議会が 有効活用され ればい
いと思っております。
○会長（小宮山委員）

ありがとうございました。

時間内に大変い い御議論をい ただいて、あ らかた重要な ポイントは 出たような気 もいた
します。
１つあるとすれ ば、伴走支援 とか、透明性 と皆さんがお っしゃって いるものが、 それに
当たるのかもしれ ないのだけれ ども、入り口 でどういうも のを選ぶべ きかというこ とで、
決める必要はもち ろんあるわけ ですが、ずっ と見ていく、 評価をずっ とやっていく ことが
必要だろう。リス クをとれとか 、イノベーシ ョンというこ ととは、裏 表の関係で、 重要な
のではないかということを思いました。
700億という金額 と、そ のもとが休眠 預金であると いう性質を 皆さんお考え になって 、大
変いい御議論をいただきまして、ありがとうございました。
それでは、全部聞いていただいて、加藤大臣から一言いただきたいと 思います。
○加藤大臣

ありがとうございます。

私が総括するわ けではありま せんので、全 部には及びま せんけれど も、１つある のは、
課題をどうするか という話と一 緒に、何人か の方から、担 い手を育成 していかなけ ればい
けないという視点があったというのは、非常に印象的に受けとめさせて いただきま した。
また、休眠預金 の発生状況は どうなってい くのかという ことで、こ れはやや中期 的に、
このお金を使うという観点からも、非常にいい論点なのだろうと思いま す。
また、私どもの 立場として、 預金者という のは、国民と いうことも 想定して使っ ている
言葉だと思います が、国民で単 に預金を持っ ている人のみ ならず、国 民全体が理解 をして
いくことが、逆に 言うと、先ほ ど宮城さんが おっしゃった ように、自 立的解決がで きる構
造的な構築にもつながっていくのだろうと思っています。
その辺は、しっ かりと認識を させていただ き、きょうは 、ガバナン ス、コンプラ イアン
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スの話もありまし たけれども、 次回以降、こ れをしっかり お詰めいた だきながら、 先ほど
申し上げた、来年 の春までには 、基本方針を と考えており ますので、 どうぞよろし くお願
い申し上げます。
○会長（小宮山委員）

頑張らせていただきます。

それでは、次に、議事「４．ヒアリングの実施について」に移りたい と思います 。
休眠預金等活用 法では、休眠 預金の活用に 当たっては、 多様な意見 が適切に反映 される
よう配慮されるべ き旨、規定さ れておりまし て、基本方針 の審議に当 たっては、社 会的課
題の解決に取り組 む現場の団体 や有識者など 、幅広い主体 からヒアリ ングを実施す ること
が重要であると考えます。きょうの皆さんの御意見もそうでした。
本日、ヒアリン グの実施やそ の進め方につ きまして、事 務局で案を 作成しており ますの
で、簡単に御説明ください。
○濵田室長

資料８をお願いいたします。

ただいま会長か らお話があっ たとおりでご ざいますが、 上に書いて ございますよ うに、
現場の団体、ある いは有識者等 からのヒアリ ングは、７月 から８月ぐ らいの時期に 、集中
的に２～３回の審 議会の会合を 開催いただき まして、時間 をいただき まして、実施 しては
どうかということでございます。
ヒアリングの対 象としまして 、現場の団体 、資金の提供 をしておる ような団体、 あるい
は有識者の方でございます。
ヒアリング事項 でございます が、本日の会 長の論点ペー パーですと 、１点目、２ 点目の
問題になろうかと 思います。法 律の理念を踏 まえまして、 優先的に解 決すべき社会 課題は
何か、また手法は 何か。秋口ま での議論の中 で、休眠預金 によります 、支援の活動 のイメ
ージ、ないし手法 のイメージを できるだけ具 体化していく ことが大事 だと思います ので、
そういった意味で 、ヒアリ ングを行うこ とを御決定い ただきまして 、できま したら、委員、
専門委員の皆様か ら、こういう 方からヒアリ ングをすべし というよう な、御意見を 頂戴で
きればというお願いでございます。よろしくお願いいたします。
○会長（小宮山委 員）

委員、 専門委員にお かれましては 、ヒアリン グ先として、 ぜひと

もお話を伺うべき 団体や有識者 等がございま したら、次回 審議会まで に、事務局ま で御連
絡いただくように、お願いいたします。
ヒアリングの進 め方について、何か御意見 等はございま すでしょうか 。よろしいで すか。
それでは、以上 の方法で、第 ３回審議会以 降、集中的に ヒアリング を実施してい きたい
と思います。
それでは、本日の議事は、全て終了いたします。
最後に、事務局から連絡事項をお願いします。
○濵田室長

事務局でございます。

次回の会議の日 程につきまし ては、追って 、事務局から 御連絡をい たしますので 、よろ
しくお願いいたします。
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なお、委員の皆 様、専門委員 の皆様の机の 上に、基礎資 料集という ファイルを置 いてお
ると思いますが、 恐縮ですが、 これはお持ち 帰りにならず に、机の上 に置いて、御 退室を
いただければと思 います。この 資料は、全て 内閣府のホー ムページに 掲載をいたし ますの
で、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○会長（小宮山委員）

以上で終わりでございます。どうもありがとうございました。
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