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7月 に第 39代 日本銀行松 山支店長 に就任 しま した堂野敦司です。前支店長の金沢 に継
いで、本 コラムも担 当させて いただ くことにな りま した。以降、宣 しくお願 い します。
初回ですので、 自己紹介 をさせていただきます。私 は、昭和 42年 4月 大阪府交野市 に
生 まれ 、平成 3年 に日本銀行 に入行 、今年で勤続

28年 目を迎えま した。 これ までの支店

勤務 は、入行 1年 目の平成 3年 に高知支店 、その後平成 15年 に熊本支店 (総 務課長 )、 平
成 18年 に京都支店 (営 業課長 )の 計 3回 で 、松 山支店 は京都支店以来 、約 10年 ぶ り4回 目
とな ります .
平成 20年 以降の ここ 10年 間は、本店政策委員会 室での国会 関連 の仕事や内閣府 へ の出向
な ど、 日銀 と政府 ・ 国会 との接点を担 う仕事を して いま した。
皆様 の中には、 日銀 に国会関運 の仕事がある ことを意外 に思われ る方 もいらつ しやるか
も しれ ません。その点 について少 しご紹介 したい と思 います。
少 し遡 りますが 、平成 9年 に昭和 17年 に公布 され た旧日銀法が 改正され 、現在 の 日銀法
が制定 され ま した。この改正 によ り金融政策の独立性が高め られる と同時 に、国民や国会
に対する説明責任が従来以上 に求め られ るようにな りま した。現行 日銀法第 54条 で は、
日銀 に対 し、金融政策等の内容 について概ね半年 に一度報告書を国会 に提 出する ことを義
務付 け、それを説明するように努める こと、また、総裁等 は各議 院又 はその委員会か らの
求め に応 じ、当該各議院又 は委員会 に出席 しな けれ ばな らない旨、定め られています。例
えて言えば、 日銀の機能が強化 され る一 方で、 日銀の株主である国民を代表する国会 に対
する説明責任 も強化 される ことになつた訳です。
参考 まで に総裁等の国会 出席 日数をみ ます と、今年入 り後 は 30日 程度 (日 鐘l.旦 P参
墨 )、 国会 に出席 しています。本年 1月 に始 ま りま した第 196回 通常国会 (1月 22日 〜7月

22日 )は平 日だけを数える と約

120日 間開催 されていま したので 、単純計算で平 日 4日

に一度の頻度で 日銀総裁等が国会 に出席 を求 め られ た ことにな ります。
この 平成 9年 の 日銀法改正を受 け、国会 との窓口 となる部署 として新 た に設 けられたの
が政策委員会 室国会渉外課です。この部署の重要な仕事の 一つ が、総裁等が国会 に出席 す
る際の各種調整等を行 うこと、即ち、独立 性が高め られた金融政策運営 と国会 に対する説
明責任 との調和を 図ることです。私 は平成

27年 か ら松 山支店赴任直前 までの約 3年 間、

国会渉外課長 として、 こう したバ ランスの とり方 に苦心 させて頂 いて きた次 第です。

以上 、今 回は自己紹介を兼ねて松 山支店赴任直前 まで携わ つていた 日銀 と国会 との接点
を担 う仕事 について、少 しご紹介 させて いただきま した。次回以降は、金融経済 に関する
話題を中心 に取 り上 げたい と思 います。
これ までの 自分 自身の経験 な ども踏 まえまして、日銀松 山支店長 として愛媛県経済の発
展 のため に少 しでも貢献できますよう尽力 したい と考えて います。宜 しくお願 い します。
(日 本銀行松 山支店長・ 堂野敦司氏 )

