
幹事　中村　徳裕君
１．国際ロータリー
ROTARY WORLD 4月号
国際奉仕プロジェクト　冊子

２．佐世保中央ロータリークラブ
会長　牛島　義亮君

社会奉仕委員長　井上　　亮君
藺3月13日 障害者雇用優良事業所及び優良
勤労障害者表彰式お礼状
藺クラブ負担金のお願い

■職業奉仕委員会 委員長　古賀　　巖君
職場訪問のご案内

日時／2008年5月14日貉
場所／佐世保市亜熱帯動植物園
交通手段／現地集合

■財団奨学・米山委員会
委員長　円田　　昭君

�福田金治君より、譛ロータリ
ー米山記念奨学会へ￥100,000、
ロータリー財団へ＄1,000の寄付
をいただきました。

（1）

会長　大神　邦明君
先週の観桜例会には、たくさ

んの参加をいただき、有り難う
ございました。又、名誉会員の
加藤総監、ペイン米海軍司令官
も参加され、盛大な催しとなり、
会員同士の交流も一層深まった様でござい
ます。
この事が、我がロータリークラブの伝統と
歴史の一端を担うものとなれば幸いと思いま
す。
現執行部体制では職場訪問を残し、主な催
しものは一応終わり、後は2カ月での纏めの
活動に入ります。小委員長、大委員長の方々
の報告書、引き継ぎの件よろしくお願い致し
ます。
千住雅博さんの御尊父博資様が3月28日旅

立たれました。ご本人からのお申し出で佐世
保RCへ多額のご寄附をいただきました。あ
りがとうございます。

○ロータリーソング「我らの生業」

会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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親睦活動委員会　E富　誠也君

大神　邦明会長、中村　徳裕幹事
有薗　良太副幹事
斉藤支店長の卓話に期待致しまして。民営
化でご苦労も多くご苦労様です。頑張ってく
ださい。

中島　祥一君、遠田　公夫君
長島　　正君、木村　公康君
加納洋二郎君、米倉洋一郎君
E富　誠也君、小川　　洋君
金氏嘉一郎君
斉藤宏隆会員の卓話に期待して。

円田　三郎君
�朗遊会にて優勝しましたのでニコニコしま
す。本年度は、玉野さん、安福さん、私と年
配者の優勝がつづいています。若い人は、ガ
ンバッてください。

安部　直樹君
�朗遊会にて準優勝しましたのでニコニコし
ます。優勝者の円田三郎さんと同ネットの第
2位です。

田中丸善弥君
妻へのお供物をいただきありがとうござい
ます。

山縣　義道君、遠田　公夫君
円田　　昭君、峯　　博之君
誕生祝いありがとうございます。

森　　信正君、円田　三郎君
山縣　義道君、長富　正博君
黒木　政純君
出席100％表彰および永年会員表彰ありが

とうございます。

千住　雅博君
私の父の葬儀の際には、多く

の佐世保ロータリークラブの会
員の方々にご会葬を賜りまして、
まことに有り難うございました。
厚くお礼申しあげます。

親睦活動委員会　平尾　幸一君
○今月の誕生祝い

円田　　昭君（5日）
峯　　博之君（25日）
玉野　哲雄君（26日）
遠田　公夫君（26日）
山縣　義道君（28日）

出席委員会　幸良　秋夫君
○永年会員表彰
松尾　弘司君（46年）
田中丸善保君（39年）
森　　信正君（24年）

○出席100％表彰
円田　三郎君（42回）
山縣　義道君（25回）
黒木　政純君（6回）
長富　正博君（3回）

（2）

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 24,000円

累　　計 743,000円

◇

会葬のお礼

慶　　　祝



（3）

『政策金融改革動向及び
最近の金融動向』

会員　斉藤　宏隆君
（商工中金　佐世保支店長）

蠢政策金融改革動向
１．行政改革の流れ

蘆平成12年行政改革大綱閣議決定
蘆平成13年特殊法人等改革基本法
蘆平成18年行政改革推進法

蚫

①政策金融改革
②独立行政法人の見直し
③特別会計改革
④総人件費改革
⑤政府の資産・債務改革

２．改革の取り組み

蘆特殊法人等改革、公務員制度改革、公益
法人改革→行政改革推進本部
蘆行政の効率化、電子政府の実現、政策評
価ほか→総務省
蘆規制改革の推進→内閣府
蘆現状の特殊法人・独立行政法人

蚫

特殊法人とは？
政府が必要な事業を行おうとする場合、

その業務の性質が企業的経営になじみ、行
政機関に担当させても能率的な経営を期待
できないときに特別の法律を設け、国家的
責任を担保するに足る特別の監督を行うと
ともに、他の面ではできる限り経営の自主
性と弾力性を認めて能率的経営を行わせよ
うとする法人

独立行政法人とは？
公共上の見地から確実に実施されること

が必要な事務・事業で国が自ら主体となっ
て直接実施する必要のないもののうち、民
間に委ねた場合必ずしも実施されないもの
または独占的に行わせることが必要なもの
を効率的かつ効果的におこなわせようとす
る法人

３．政策金融機関の改革概要

蘆廃止、統合、民営化

４．商工中金の民営化

蘆本年10月株式会社に転換
蘆貸出・株主資格制限有
蘆預金資格制限撤廃
蘆債券（金融債）発行継続

蠡最近の金融動向
１．転換時期

蘆不良債権問題、貸し渋り問題の発生
蘆平成15年「リレーションシップバンキン
グの機能強化に関するアクションプログ
ラム」

２．新たな金融手法

蘆クレジットスコアリング、貸出債権の流
動化、動産担保、シンジケートローンな
ど

３．新銀行東京にみる融資手法＝クレジット

スコアリング

蘆商品内容

①事業資金
②金額最高20百万円
③期間最長3年
④原則無担保・無保証（第三者保証）
⑤書類は決算書、借入申込書

蘆商品の歴史・審査の特徴
蘆融資残高
H18／3 616億円
H19／3 760億円（総貸出2,467億円）
蘆商品の持つ課題（倒産事例）

卓　　話
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（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

卓話　　長崎県政策企画課　広域連携班
課長補佐　平川　高裕様

「道州制について」

政策金融機関の沿革と改革の概要

（注）太線で囲まれた機関が今般の改革の対象となった８機関。（　）内の数字は設立年。    
（出典）各種資料より作成 

公営企業金融公庫（1957） 

商工組合中央金庫（1936） 

日本開発銀行（1951） 

北海道東北開発公庫 
（1956） 

国民金融公庫（1949） 

環境衛生金融公庫（1967） 

中小企業金融公庫（1953） 

農林漁業金融公庫（1953） 

沖縄振興開発金融公庫 
（1953） 

日本輸出入銀行（1950） 

海外経済協力基金 
（1961） 

国際協力銀行（1999） 

国民生活金融公庫 
（1999） 

日本政策投資銀行 
（1999） 

廃止：新たな仕組みの創設 

完全民営化（5年から7年後） 

完全民営化（5年から7年後） 

（教育貸付は縮減） 特殊会社または独立 
行政法人に準じた法人 
 
・機能限定 
 
・貸出残高対GDP比半減 
 
・天下りの是正 

新
政
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関
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定
） 

 （政策目的が明白な特別貸付に限定） 

（大企業向け等は撤退して業務範囲を限定） 

（本土見合い業務は同等に縮減、2012年度統合） 

今般の政策金融改革 

国際金融（貿易投資金融は撤退） 

住宅金融公庫（1950） （証券化業務に移行：2001年「特殊法人等整理合理化計画」） 独立行政法人住宅金融支援機構（2007予定） 

新JICA国際協力機構への統合 

円借款業務 

ODA（円借款、技術協力、無償資金協力）の実施機関 


