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中小零細企業金融
３年３カ月の浪人生活中︑
人材関連の中小企業で
サラリーマン生活をしながら︑
多くの中堅中小企業
の皆さんと仕事上のお付き合いをし︑
日本経済の屋
台骨は中小零細企業が支えていることを体感しま
した
︵２月 日朝日新聞朝刊ご参照下さい︶
︒
その重要性
を 再び感じて
いま す ︒安 倍
政権発足後４
カ 月 近 く ︑大
胆な金融緩和
や 財 政 出 動へ
の期 待 感から
景況感は上向
き で す ︒し か
し ︑そ の 効 果
が株高や不動
産 高 に 留 まっ
て 持てる 者の
み が 富 み ︑恩
恵が地域︑
中小零細企業の現場に及ばなければ︑
日
本経済に未来はありません︒
そんな中︑
お陰様で︑
自民党の中小企業調査会の
幹事として中小零細企業政策全般に携る一方︑
金融
調査会事務局長︑
経済再生本部・金融資本市場改
革PT座長として中小企業金融の活性化に取り組
んでいます︒
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〜日本版CRAの確立に向けて〜

中小零細企業の課題の一つが資金繰りです︒とこ
ろが︑
金融現場で起こっていることは⁝︒銀行は︑
長
く続く金融緩和のお陰で︑
じ〜っと待つだけで︑
低利
でコストもほとんどなく預金が集まってきます︒
この
預金を貸出に回すことが本来の役割ですが︑
かなり
の部分が︑
国債や内外債券・株式︑
更には不動産投
資に回っている現実があります︒しかも︑
貸出に回っ
ている部分でも︑
中小零細企業貸出の場合は︑
信用
保証協会の保証をつけさせ︑
不動産担保︑
個人保証
もとって⁝︑
つまり銀行以外にほとんど転嫁して︑
リ
スクフリーの状態で貸し出しているのが現状です︒
結局︑﹁お金を預かって貸出す﹂という本来業務の
面では︑
ほとんどリスクテイクしておらず︑
金融当局
も健全性確保の美名のもとでその傾向を後押しし
てしまっています︒
これでは日本経済は回りません︒
特に︑今 後︑更なる金 融 緩 和が見 込まれる状 況で
は︑
金融仲介機能をしっかり発揮してもらわねばな
りません︒

そこで︑
地域のお金を地域に循環させる仕組みで
ある米国の地域再投資法
︵CRA︶
を参考に︑
日本
版CRAを確立していきたいと考えています︒各金
融機関に︑
地域貸出︑
中小小規模事業者企業貸出︑
不動産担保を取らない貸出
︵動産担保貸出︶
︑
ノンリ
コースローン︑
などの各項目について自主目標を設定
してもらい︑
結果を金融当局が検査・監督そして公
開していく︑
そんな仕組みづくりを進めていきます︒
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TPP交渉参加について
主導で︑
こうした国々が結束する前に︑
日米でアジア
における自由貿易︑
市場経済のルールを構築したい︑
総理の強い思いでした︒

携帯電話から木原誠二モバイルにつながります。
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安倍総理が︑
TPP交渉参加を３月 日に表明
しました︒表明に至るまでの間︑
自民党TPP対策
委 員 会で 多 くの議 論 が 戦 わされ ま し た ︒私 は︑
TPP対策委員会第2作業部会の副主査として︑
ISD条項や政府調達についての見解とりまとめを
任されてきました︒
せいじ便り 号
︵平成 年３月２日発行︶
でも明
らかにしたとおり︑
私は︑
基本的に︑
TPPに反対の
立場をとってきました︒その理由は︑
①中国やインド
ネシアなどアジアの大国が参加しておらず︑
メリット
が少ない︑
②他方で︑
農業はもちろんですが︑
政府調
達やISD条項などの面で懸念がある︑
ということ
です︒

その思いやよし︒問題は︑
その目的の中で︑
日本の
デメリットを少なくすること︒農業
︵とりわけ主要５
品目︶
はもちろんですが︑
私が責任者を務めた第二
作業グループの政府調達やISD条項にも気を付
けなければなりません︒
政府調達についていえば︑
日本はWTO政府調達
協定に既に加盟しており︑
国はもちろん政令指定都
市︑
政府関係機関の公共調達まで︑
同じく加盟して
いる米国やシンガポール︑
カナダと比べても︑
広く開放
しています︒
これ以上の開放は︑
中小零細企業や地
域経済にとってマイナスが大きくなります︒
ISD条項についても課題があります︒企業が投
資 先の国を訴えることを可 能とするI S D 条 項
は︑
本来︑
司法制度が確立していない発展途上国で
の投資の安定を確保するための制度です︒実は︑
日
本は︑
これまで結んできた二国間投資協定や自由貿
易 協 定に独 自のI S D 条 項 を 盛 り 込んでおり︑
TPPに参加する全ての新興国と既にISD条項
をもっており︑
TPPでわざわざISD条項を盛り
込まなければならない必然性がないわけです︒
今回︑
自民党側のTPP交渉メンバーにも指名さ
れましたので︑
今後︑
議員外交を通じて︑
しっかりと
取り組んでいきたいと思います︒
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TPP対策委員会の責任者の一人として︑
この間
安倍総理とも議論をする機会を得ましたが︑
安倍
総理の論理は一貫していました︒私が反対の理由と
していた上記①中国が不参加で日本にとってメリッ
トない︑
という点が︑
安倍総理の場合は︑
むしろ決断
を後押ししたということです︒現状TPPには参加
していない中国ですが︑
地域経済連携に無関心なわ
けではありません︒RCEPやFTAAPなど︑
自
ら主導のアジア経済圏作り︑
アジア市場での主導権
を握ろうと虎視眈々と動いています︒
問題は︑
その中国がグローバル経済のルールから逸
脱していることです︒特に問題なのは国営企業と知
的財産保護で︑
中国と同様の問題を抱えるのが︑
ベ
トナムやカンボジア︑
ミャンマーといった国々です︒中国

数、昼食希望の有無をご連絡下さい。

地元事務所

希望日、希望時間、代表者のお名前、参加人

著書に
「英国大蔵省から見た日本」
（文春新書）

ご家族やご友人とご参加ください。

年大蔵省入省。平成17年９月衆議院初当選。

2、3人のグループから結構ですので、是非、

学法学部、
ロンドン大学LSE修士卒業。平成５

費は無料（ご昼食代と交通費のみ）、

1970年６月東京生まれ。私立武蔵高校、
東京大

事堂や議員会館でのお食事も可能です。参加

活動を展開。

天皇陛下の御休所、熱い論戦の場「本会議場」などをご案内します。ご希望の方は、国会議

革、公務員制度改革、都市農業など幅広く

所要時間1時間〜2時間程度

木原誠二プロフィール

年金・医療・介護、障害者福祉、行財財政改

国会見学ツアーにいらっしゃいませんか？
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オフィシャルブログ

http://ameblo.jp/kiharaseiji/

木原誠二公式モバイルサイト

twitter ID

http://twitter.com/kihara̲seiji

http://kiharaseiji.com/k/

