「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資顧問業法第
法律の目的が有価証券に係る
2条、投信法第3
投資顧問業の規制となってい
条、同施行令第3
る。
条

外国為替取引、有価証券の貸
投資顧問業法第 付けに係る指図並びに助言を
2条
投資顧問業務として行える旨法
令上は明記されていない。

議決権等株主権行使に係る指
投資顧問業法第 図並びに助言を投資顧問業務
2条
として行える旨法令上は明記さ
れていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

-

措置の概要
（対応策）

本法は有価証券に係る投資顧
問業を営む者についての規制
や投資者保護を目的としている
ところ。その他の資産について
は、他の法規制を踏まえながら
公益又は投資者保護のため支
障がないと認められれば承認を
受けて兼業として運用すること
は可能であり、投資者保護の観
点から個別に兼業承認を受けて
行うべきであると考える。
なお、12月1日に施行された改
正後の証券取引法において、投
資事業有限責任組合契約の出
資持分等についてみなし有価証
券化され、運用対象資産の拡大
が図られた。

-

投資顧問業者が、本来の有価
証券等に付随して行うヘッジ目
的の外国為替取引や有価証券
貸付等は可能であると考える
が、それらの業務が投資顧問業
として行う業務の範囲内か等に
ついては個別に判断する必要
があり、法令上明記することは
困難。
なお、具体的な業務について行
えるか否かについて投資顧問
業者において判断しかねる場合
には法令適用事前確認制度に
より対応されるべきと考える。

-

従来より議決権の行使について
は、投資顧問業者と顧客との間
で契約条項を設けることにより
対応は可能と回答しているとこ
ろ。
なお、具体的業務について行え
るか否かを投資顧問業者にお
いて判断しかねる場合は法令適
用事前確認制度により対応され
るべきと考える。

その他

管理コード

z0300001

z0300002

z0300003

制度の
所管官庁

金融庁

項目

投資顧問業者の投資（助言）対象の拡
大

金融庁

投資顧問業務として行いうる取引等の
明確化

金融庁

議決権等株主権行使に係る指図ならび
に助言が投資顧問業務である旨の明
確化

要望
管理番号

5003

5003

5003

要望事項
管理番号

50030001

50030002

50030003

1/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人
業協会

社団法人
業協会

社団法人
業協会

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資一任（顧問）契約における投資（助
言）対象資産は証券取引法上の有価証券
に限定されているが、「投資信託及び投
投資顧問業者の投資（助言）対象の拡 資法人に関する法律」（以下「投信法」
という。）における主たる投資対象とし
大
て投信法施行令第３条に規定される「特
定資産」を、投資顧問業者の投資（助
言）対象として認めて頂きたい。

投資顧問業者の投資対象は証券取引法上
の有価証券に限られており、兼業承認を
受けるにしても手続上の負荷や時間的ロ
スを勘案すると機動的な商品設計やタイ
ムリーな顧客営業には大きな障害とな
る。資産運用業において投資顧問業者は
他業態と比較しても運用の制約が大き
く、イコールフッティングには程遠いと
言わざるを得ない。投資顧問業者の投資
対象を主として証券取引法に定める有価
証券とし、投信法で規定する特定資産を
投資対象として組入れることが認められ
れば、年金基金等の機関投資家の多様な
運用ニーズへの対応が可能となり、これ
らの資金が企業等の資金調達を容易に
し、わが国経済の活性化に資するものと
考えられる。

2

外国為替取引および有価証券の貸付に係
投資顧問業務として行いうる取引等の る指図ならびに助言を投資顧問業務とし
て行い得る旨を法令上明確にして頂きた
明確化
い。

①外国為替取引は、資産運用における付
加価値獲得の源泉の一つと考えられる。
他業態とのイコールフッティングとし
て、投資顧問業者がノーアクションレ
ターによることなく、運用の一手法とし
て外国為替取引を当然に行えることを法
令上明確にして頂きたい。②有価証券貸
付は一時的または暫定的に行う場合にの
み許容されているが、付加価値獲得のた
めの有効な運用手法として定着しつつあ
る現状に鑑み、信託銀行等が自由に行え
る当該取引をイコールフッティングの観
点から投資顧問業者についても自由に行
えるようにして頂きたい。

3

議決権等株主権行使に係る指図ならびに
議決権等株主権行使に係る指図ならび
助言を、投資顧問業者が投資顧問業務と
に助言が投資顧問業務である旨の明
して行い得る旨を法令上明確にして頂き
確化
たい。

「議決権行使については、投資顧問業者
と顧客の間で契約条項を設けることによ
り対応は可能」である旨既にご確認頂い
ているが、法的安定性を確保するため投
資助言業者が議決権行使に係る助言につ
いても当然行いうる業務であることを法
令上明記して頂きたい。

1

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資顧問業法第 投資顧問業法上事務の外部委
2条、民法第643 託を行える範囲についての規定
条
は存在しない。

公益又は投資者保護のため支
投資顧問業法第 障がないと認められれば承認を
31条
得たうえで兼業業務を営むこと
が可能。

法第5条及び第6条に基づいて
投資顧問業法第
投資顧問業者の役員、重要な
5条、第6条、第8
使用人の氏名、住所等は登録
条
簿で公衆縦覧に供されている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

①b
②c

措置の概要
（対応策）

-

従来より外部委託の範囲につい
て法令上制限は設けられておら
ず、外部委託を行っても当該業
務に対して一定の責任を有する
体制が整備されている等適正な
業運営が確保されていれば外
部委託を行うことは可能と回答
しているところであるが、顧客勧
誘行為の代理、代行について
は、投資顧問契約（投資一任契
約）は、投資信託等の金融商品
の販売と異なり、投資顧問業者
と契約をしようとする者が相対で
契約者斧投資意向等を踏まえ、
当該契約者のための投資助言
（資産運用）を行い契約を締結
するという、いわばオーダーメー
ド方の資産運用契約であること
を踏まえると、第三者が当該投
資顧問契約（投資一任契約）の
勧誘行為の代理、代行を行うこ
とはなじまないと考える。

-

認可投資顧問業者は他人の資
産の運用を行うことから本業に
専念することが求められており、
当該業務は認可制とされ、その
兼業については承認制となって
いるところである。この趣旨を踏
まえれば停止条件付届出制で
は足りず、承認制を残すことが
適当であると考える。
なお、証券会社等については、
認可の際、投資顧問業を的確に
行うことができる人的構成等を
兼業認可において審査すること
等から他業との兼業は届出とし
ており、届出業務として列挙され
ているもの以外については承認
制となっている。

①住所の公衆縦覧については、
他の法令との整合性や他の業
者の実態を踏まえ検討する。
②登録簿は公衆縦覧されている
情報であり、投資者保護上、内
①Ⅰ 容に変更があれば迅速に行わ
②− れるべきであり、また、2週間あ
れば、相応の営業日を確保する
ことが可能であることを踏まえれ
ば、実質的に期間の延長となる
措置をとることは適当ではない
と考える。

その他

管理コード

z0300004

z0300005

z0300006

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

投資顧問業者が行える事務の外部委
託の具体的措置

兼業承認取得手続の届出化

役員又は重要な使用人の住所に関す
る公衆縦覧の廃止等

要望
管理番号

5003

5003

5003

要望事項
管理番号

50030004

50030005

50030006

2/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人
業協会

社団法人
業協会

社団法人
業協会

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

要望
事項番号

4

5

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資顧問業者が行える事務の外部委
託の具体的措置

投資顧問業者が銀行等に顧客紹介を依頼
することを法令上可能として頂きたい。

「外部委託の範囲については法令上制限
は設けられておらず、外部委託を行って
も当該業務に対して一定の責任を有する
体制が整備されている等適正な業務運営
が確保されていれば外部委託を行うこと
は可能」である旨ご確認頂いているが、
顧客勧誘（紹介）業務の銀行、証券会社
等への外部委託が可能となるよう法令上
の措置を講じて頂きたい。

兼業承認取得手続の届出化

認可投資顧問業者が兼業を行う場合は、
兼業承認申請手続きが必要とされている
が、当該業者が証券業または信託業務を
営む場合においては届出制が適用されて
いる。証券業または信託業務を兼営しな
い認可投資顧問業者についても届出制な
いし停止条件付届出制として頂きたい。

前回6月の要望時、「停止条件付届出制
では足りず、承認制を残すことが適当と
考える。」とのご回答を頂いているが、
承認取得までに数ヶ月を要する現行の兼
業承認制の下では、商品開発等に支障を
生じ機動的なビジネス展開が困難であ
る。「停止条件付届出制」であれば、不
適当な兼業を速やかに排除することは可
能であり、是非導入を検討して頂きた
い。

①投資顧問業者登録簿における役員又は
重要な使用人の住所を公衆の縦覧に供す
ることは、廃止して頂きたい。②登録事
項の変更届出を、２週間以内の届出から
緩和して頂きたい。

①今般、金融分野における個人情報保護
に関するガイドライン案が公表されたよ
うに、プライバシー保護、セキュリ
ティー確保の重要性は一層強く認識され
ているところである。その一方で投資顧
問業者の登録簿における役員又は重要な
使用人の住所は公衆の縦覧に供されてい
る現状に鑑み、喫緊の対応を検討して頂
きたい。②登録事項の変更届出につい
て、「２週間以内」の提出を、大型連休
を挟んでも実務上支障が生じないと考え
られる「営業日ベースで10日以内」の提
出に変更することは、投資者保護の観点
から迅速な届出を行うべきとの当該規定
の趣旨を逸脱することはないはずであ
る。実務上、対応可能な見直しを是非検
討して頂きたい。なお、役員又は重要な
使用人の住所変更については、変更の都
度届出るのではなく、例えば年度末ない
し半期毎の定期的報告としても、投資者
保護の観点からは特に問題が生ずるとは
考えられないことから、定期的届出制と
して頂きたい。

役員又は重要な使用人の住所に関す
る公衆縦覧の廃止等

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

法第5条及び第6条に基づいて
投資顧問業法第
投資顧問業者の役員、重要な
5条、第6条、第8
使用人の氏名、住所等は登録
条
簿で公衆縦覧に供されている。

投資顧問業法施
投資顧問業者は、規則において
行令第8条、第10
業務方法書に利害関係人を記
条、投信法施行
載する義務が課されている。ま
令第20条、事務
た変更があった場合には財務
ガイドライン（証
局に変更届を1週間以内に提出
券投資顧問業者
する義務がガイドラインに規定さ
の監督関係）3れている。
4-3

顧客への契約締結前、締結時
投資顧問業法施 の交付書面において顧客に注
行規則第17条、 意を促す事項につき「赤字、赤
第18条
枠、8ポイント以上の文字の使
用」が義務付けられている。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①b
②c

①住所の公衆縦覧については、
他の法令との整合性や他の業
者の実態を踏まえ検討する。
②登録簿は公衆縦覧されている
情報であり、投資者保護上、内
①Ⅰ 容に変更があれば迅速に行わ
②− れるべきであり、また、2週間あ
れば、相応の営業日を確保する
ことが可能であることを踏まえれ
ば、実質的に期間の延長となる
措置をとることは適当ではない
と考える。

b

利害関係人の範囲については
Ⅱ・ 投資者保護に留意しつつ、他の
Ⅲ・Ⅳ 法令との整合性を図る方向で16
年度中に検討を行う。

b

Ⅲ

本規制において赤字・赤枠が義
務づけられているのは、書面の
内容を十分に読むべき旨であ
り、契約内容とは関係のない文
言について規制しているもので
はないが、他の法令との整合性
に留意しつつ、投資者保護の観
点を踏まえ検討を行う。

その他

管理コード

z0300006

z0300007

z0300008

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

投資顧問業者の役員または投資顧問
業法施行令第3条に規定する使用人の
住所に関する公衆縦覧の廃止および住
所変更に伴う変更の届出の廃止

利害関係人の範囲の明瞭化

赤字・赤枠規制の廃止

要望
管理番号

5096

5003

5003

要望事項
管理番号

50960007

50030007

50030008

3/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人
業協会

社団法人
業協会

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

要望
事項番号

7

7

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・ 投資顧問業者登録簿には、投資顧問
業者の役員または投資顧問業法施行令第
3条に規定する使用人（以下、「重要な
使用人」という。）の住所が記載されて
おり、それらは公衆の縦覧に供されてい
投資顧問業者の役員または投資顧問
る。
業法施行令第3条に規定する使用人の
・ また、役員または重要な使用人の住
住所に関する公衆縦覧の廃止および住
所に変更が生じた場合には変更の届出を
所変更に伴う変更の届出の廃止
行っている。
・ この「住所」に関する公衆縦覧の廃
止と、住所変更に伴う変更の届出を廃止
していただきたい。

・ 投資顧問業者の役員または重要な使
用人として届け出ている以上、住所まで
を開示する必要性は乏しく、住所などの
個人情報を公衆の縦覧に供することは、
プライバシーおよびセキュリティ上の問
題もあることから要望するもの。
・ また、住所に関する公衆縦覧が廃止
されることにより、住所変更の届出も不
要であると考えるため、当該事由による
変更の届出の廃止を要望するもの。

投資顧問業法施行令に規定される投資顧
問業者の利害関係人および密接な関係を
有する者の範囲を、簡潔明瞭な規定とし
て頂きたい。

前回6月の要望時に、「利害関係人の範
囲については投資者保護に留意しつつ、
他の法令との整合性を図る方向で16年度
中に検討を行う。」との回答を頂いてい
る。複雑かつ広範な要件により当該規定
は依然として会員にとって業務遂行に過
大な負荷となっており、当該規定の簡潔
明瞭化に向け可及的速やかな対応をお願
いしたい。

投資顧問業法第14条ならびに第15条に規
定する書面の交付について施行規則に定
める赤字・赤枠規制を廃止して頂きた
い。

投資一任契約において、当該書面は施行
規則第17条第4項第1号に規定される「当
該書面の内容を十分に読むべき旨」のみ
赤字・赤枠で記載されることが必要とさ
れている。ラップ口座の普及が見込まれ
るなど投資者保護の重要性は論を待たな
いが、当該規定のように契約内容とは関
係のない文言にのみ、あえて赤字・赤枠
規制を適用する意義は殆どないものと考
えられる。又、商品投資顧問業者や商品
投資販売業者については、既に赤字・赤
枠規制は課されていない現状に鑑み、投
資顧問業者に赤字・赤枠規制を適用し続
けることは、他法令との比較においても
明らかに過剰規制であると考える。

利害関係人の範囲の明瞭化

赤字・赤枠規制の廃止

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

事務ガイドライン
(証券投資顧問
会社の監督関
係)2-3-1，同23-2，同3-1，同
3-3-3

制度の現状

・同一運用を行う場合、契約締
結前及び締結時に顧客に交付
する書面において記載事項を規
定。
・同一運用の方法について、業
務方法書に記載することを規
定。

インターナル・クロス取引を行う
投資顧問業法施 ためにはあらかじめ個別の取引
行規則第29条の ごとに双方の顧客の同意を得る
2第1項第4号 必要があり、包括的な同意は認
められていない。

インターナル・クロス取引を行う
投資顧問業法施 ためにはあらかじめ個別の取引
行規則第29条の ごとに双方の顧客の同意を得る
2第1項第4号 必要があり、包括的な同意は認
められていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

措置の概要
（対応策）

-

同一運用は、複数の顧客資産
について、運用対象とする有価
証券等の銘柄、売付け又は買
付けの別及び時期を同一にす
る運用であって、同一の資産管
理機関において、顧客毎に個別
に管理されるものである。投資
者保護を図るという投資顧問業
法の目的に鑑み、顧客にその内
容を事前に明示し、同意を得る
ことが求められているものであ
る。また、運用の公平性確保の
観点から、取得した資産の配分
基準について、事前に顧客に説
明し、同意を得ることも求められ
ている。従って、当該規定は投
資家保護のための最低限必要
なものであり、撤廃することは措
置困難である。

-

投資一任契約に係る信託財産
と他の投資一任契約に係る信
託財産との間の売買取引につ
いて、他の顧客の利益を害する
取引を内容とした投資を行うな
どの弊害を排除する必要があ
る。インターナル・クロス取引に
ついてはそのニーズ等を勘案
し、16年3月の投資顧問業法施
行規則の改正で、投資者保護
の観点から個別取引ごとに双方
の顧客の同意を得ることを条件
に可能としたところであり、これ
以上の規制改革については慎
重に対応する必要があると考え
る。

-

投資一任契約に係る信託財産
と他の投資一任契約に係る信
託財産との間の売買取引につ
いて、他の顧客の利益を害する
取引を内容とした投資を行うな
どの弊害を排除する必要があ
る。インターナル・クロス取引に
ついてはそのニーズ等を勘案
し、16年3月の投資顧問業法施
行規則の改正で、投資者保護
の観点から個別取引ごとに双方
の顧客の同意を得ることを条件
に可能としたところであり、これ
以上の規制改革については慎
重に対応する必要があると考え
る。

その他

管理コード

z0300009

z0300010

z0300010

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

同一運用に関する規制の撤廃

インターナルクロス取引に関する規制
の緩和

投資一任契約のインターナル・クロス取
引に係る規制の緩和【新規】

要望
管理番号

5003

5003

5056

要望事項
管理番号

50030009

50030010

50560139

4/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人
業協会

社団法人
業協会

日本証券投資顧問

日本証券投資顧問

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

9

要望事項
（事項名）

同一運用に関する規制の撤廃

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

同一運用に関する事務ガイドライン上の
規制を撤廃し、合同運用のみを規制する
こととして頂きたい。

合同運用と異なり、同一運用は顧客毎に
別個のファンドを設定し運用管理する個
別運用の一形態であると考えられる。実
務的にも認可投資顧問業者が顧客に提供
する運用商品は、各社の投資哲学や運用
スタイルに則りモデルポートフォリオを
基準として統一的に運用されているケー
スが多いと考えられる。たとえ同一の資
産管理機関であっても顧客ファンドは個
別に管理されており、投資者保護の観点
からも問題はなく、同一運用として規制
する必要性はないものと考える。

10

インターナルクロス取引に関する規制
の緩和

インターナルクロス取引を行う際には、
個別の取引毎に双方の顧客同意が必要と
されているが、個別事前同意を不要とす
るか、もしくは包括事前同意による取引
を可能として頂きたい。

本年4月の投資顧問業法施行規則等の改
正によって認可投資顧問業者にもイン
ターナルクロス取引が認められることと
なったが、個別の取引毎に双方の顧客の
同意が必要とされている。信託銀行の行
うインターナルクロス取引については特
段の規制は設けられておらず、イコール
フッティング及びインターナルクロス取
引の効率的活用の観点から、取引毎の個
別事前同意を不要とするか、もしくは包
括事前同意による取引を可能として頂き
たい。

139

必要とされる双方の顧客の同意の形式
を「包括的な同意」でも可能とすべきで
ある。特に、恣意的裁量の入る余地がな
投資一任契約のインターナル・クロス取
く機械的に財産の運用が行われる、パッ
引に係る規制の緩和【新規】
シブ・ファンド、モデル・ドリブン・
ファンドについては、「包括的な同意」
で可能とすべきである。

インターナル・クロス取引は、取引コ
ストの削減、価格変動リスクの削減等を
目的として行われるものであり、顧客の
利益に資するものであるが、取引の度毎
に個別に顧客の同意を得るのは実務上困
難であり、また適切なタイミングでの取
引が困難となる。
なお、米国のＥＲＩＳＡ法において
は、個別の顧客の同意を要しない類型も
認められており、国際的な整合性という
観点からも取引条件が劣後する。

その他
（特記事項）

投資一任契約に係る信
託財産と他の投資一任契
約に係る信託財産との間
のインターナル・クロス
取引を行うには、あらか
じめ個別の取引ごとに双
方の顧客の同意を得る必
要がある。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

インターナル・クロス取引を行う
投資顧問業法施 ためにはあらかじめ個別の取引
行規則第29条の ごとに双方の顧客の同意を得る
2第1項第4号 必要があり、包括的な同意は認
められていない。

投資顧問業者は、契約を締結し
ている顧客に対し、定期的に自
投資顧問業法第
己売買等の実績について記載
16条
した書面を交付することが義務
付けられている。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

-

投資一任契約に係る信託財産
と他の投資一任契約に係る信
託財産との間の売買取引につ
いて、他の顧客の利益を害する
取引を内容とした投資を行うな
どの弊害を排除する必要があ
る。インターナル・クロス取引に
ついてはそのニーズ等を勘案
し、16年3月の投資顧問業法施
行規則の改正で、投資者保護
の観点から個別取引ごとに双方
の顧客の同意を得ることを条件
に可能としたところであり、これ
以上の規制改革については慎
重に対応する必要があると考え
る。

-

投資顧問業法第16条では、顧
客に投資助言又は顧客から一
任されて投資を行った銘柄につ
いて自己の計算において売買
等を行った事実の有無等を顧客
に書面にて交付することを義務
づけているが、これは、利益相
反の状況となるおそれの強い行
為について顧客へ開示を義務
づけているものである。証券業
又は信託業務を兼営する投資
顧問業者については、その業務
上、頻繁にかつ大量の自己売
買行為を行っているところであ
り、公益又は投資者保護のため
支障を生ずることがないとして
内閣総理大臣の承認を受けた
場合に限りその書面の交付義
務を除外しているところであり、
それ以外の投資顧問業者につ
いて当該規制を除外することに
ついては投資者保護の観点か
ら適当ではないと考える。

z0300011

金融庁

16条書面交付義務免除の承認規定の
拡大適用

5003

50030011

11

社団法人
業協会

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

z0300012

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

5007

50070001

11

社団法人第二地方銀行協会

z0300010

金融庁

財産の効率的運用に資するインターナ
ル・クロス取引に係る規制を緩和するこ
と

5096

50960005

5/102

11

社団法人信託協会

日本証券投資顧問

要望
事項番号

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・ 投資一任契約に係る信託財産と他の
投資一任契約に係る信託財産との間のイ
ンターナル・クロス取引を行うには、
「あらかじめ個別の取引ごとに双方の顧
客の同意を得」る必要がある。
・ ここで、当該インターナル・クロス
取引を信託業法案第２９条第２項及び第
３項の規律を参考に、以下の要件により
行うことを可能とするよう、要望するも
の。
財産の効率的運用に資するインターナ
① 投資一任契約においてインターナ
ル・クロス取引に係る規制を緩和するこ
ル・クロス取引を行う旨及び当該取引の
と
概要についての定めがあること
② 取引が公正なものであること
③ 取引後に当該取引に係る開示がなさ
れること
・ 特に、恣意的裁量の入る余地がなく
機械的に財産の運用が行われる、パッシ
ブ・ファンド、モデル・ドリブン・ファ
ンドについては、少なくとも上記の要件
により可能として頂きたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由
コストの削減、価格変動リスクの削減等
を目的として行われるものであり、顧客
の利益に資するものである。しかし、現
行の規制に従い、当該取引を行う都度、
事前にかつ個別に顧客の同意を得ること
は実務上困難であり、当該取引を禁止し
ているのに事実上等しく、無用な取引コ
ストが発生し、顧客の利益を害する結果
を招来している。
・ 当該取引は、同一の運用者が複数の
投資一任契約に係る信託財産間で有価証
券の売買を行うものであることから、利
益相反を生む余地を孕んでおり、一定の
弊害防止措置を講じる必要があることは
事実であるが、当該取引を行うにあたっ
て、要望内容に記載の要件を課すこと
で、運用者の恣意の排除、取引の透明性
の確保は可能であり、利益相反という弊
害が生じる惧れは十分に排除できるもの
と考える。
・ 今後、信託銀行に運用裁量権のある
信託が、投資一任業者に運用裁量権があ
る信託に切替わっていく可能性を勘案す
れば、信託業法案第２９条第２項及び第
３項の規律を採用することが相当であ
る。
・ なお、米国のＥＲＩＳＡ法において
は、パッシブ・ファンド及びモデル・ド
リブン・ファンドについて、一定の要件
（トリガー・イベントの特定による運用
者の恣意性の排除、適時の情報開示、記
録の保管等）のもと、取引を行う都度の
顧客の個別の同意を要しないこととして
おり、規制の国際的な整合性という観点
からも取引条件が劣後することから、上
記の対応を求めるもの。

11

証券業または信託業務を営む投資顧問業
16条書面交付義務免除の承認規定の 者以外の投資顧問業者に対しても、16条
書面交付義務免除の承認規定を適用する
拡大適用
こととして頂きたい。

証券業または信託業務を営む投資顧問業
者には、一定の条件の下で16条書面交付
義務が免除されている。それ以外の投資
顧問業者についても、イコールフッティ
ングの観点から一定の要件を満たす場合
には、16条書面交付義務免除の適用を検
討して頂きたい。認可投資顧問業者につ
いては、16条書面交付が免除されたとし
ても、32条書面に規定される報告書交付
が義務付けられており、投資者保護につ
いては問題ないと考えられる。

1

銀行およびその子会社等において販売で
きる保険商品を早期に全面解禁する。ま
銀行及びその子会社等において販売で
た、全面解禁時において、銀行のみに対
きる保険商品の全面解禁
する過度な販売規制を設けることがない
ようにしてほしい。

銀行およびその子会社等により販売でき
る保険商品が、販売規制されることなく
全面解禁されれば、保険商品の販売チャ
ネルが増え、地域の顧客・消費者に質の
高い保険販売サービスの提供が可能とな
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

その他

管理コード

z0300012

z0300012

z0300012

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

要望
管理番号

5015

5028

5028

要望事項
管理番号

50150003

50280001

50280002

6/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

社団法人全国地方銀行協会

社団法人全国地方銀行協会

要望
事項番号

3

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

銀行、銀行子会社、銀行持株会社の子会
社等による保険商品の販売を早期に全面
解禁する。また、解禁当初から、可能な
銀行並びに銀行子会社等及び銀行持 限り幅広い商品について販売を可能とす
株会社の子会社等による保険商品の る。また、銀行窓販の保険商品拡大に伴
う弊害防止措置については、顧客の利便
販売規制の更なる緩和
性向上並びに銀行実務の観点から過度の
規制とならないよう、必要なものに限定
し、販売状況等に応じて見直しを行う

銀行による保険窓販は利用者のワンス
トップ・ショッピングに対するニーズに
応えるもので、顧客の利便性の飛躍的な
向上が期待できる。弊害防止措置につい
ては、それが過度の規制となれば、顧客
の利便性を損なうとともに、販売にあ
たって顧客理解を得られないなど実務的
にワークしない虞がある。銀行による保
険販売の状況をモニタリングしつつ、必
要に応じて見直しを行うことが必要

銀行及びグループ会社で販売できる保 すべての保険商品について、銀行及び銀
険商品のさらなる拡大
行子会社における販売を解禁する。

すべての保険商品について、銀行及び ○銀行等における保険商品の窓
銀行子会社における販売が可能になるこ 口販売は、平成13年４月より、
とにより、顧客に対し銀行商品（貯蓄型 住宅ローン関連の信用生命保
商品）と保険商品（保障型商品）とをバ 険、長期火災保険及び債務返済
ランスよく組み合わせて提供することが 支援保険並びに海外旅行傷害保
険を対象商品として開始され
可能となり、顧客のライフプランニング た。その後、平成14年10月よ
に応じた総合的な資産形成アドバイスの り、個人年金保険、財形保険、
実施、本格的なバンカシュランスの実現 年金払積立傷害保険及び財形傷
害保険が対象商品として追加さ
への道が開ける。
れたが、依然として銀行等が提
金融審議会金融分科会第二部会の報告 供できる保険商品は限定的なも
「銀行等による保険販売規制の見直しに のに止まっている。
ついて」（平成16年３月31日）では、 ○「規制改革・民間開放推進３
「銀行等による保険販売規制の見直しに か年計画」（平成16年３月19日
閣議決定、以下「３か年計
ついては、本報告後、例えば１年後から 画」）における記述
段階的に行うこととし、（中略） 遅く ・銀行等が原則としてすべての
とも本報告後３年後には、銀行等におい 保険商品を取り扱えること、そ
て原則として全ての保険商品を取り扱え の銀行の子会社又は兄弟会社で
ある保険会社の商品に限定しな
るようにすることが適当」とされたが、 いことについて引き続き検討を
できる限り早期に全面解禁されるべきで 行い、速やかに結論を得、所要
の措置を講ずる。
ある。
また、弊害防止措置について、一例と ○「『全国規模の規制改革・民
間開放要望』に対する各省庁か
して、「新たに認められる商品について らの回答」および「再回答」
は、従来の抱合せ販売の禁止に加えて、 （平成16年７月23日および８月
『圧力販売につながるような融資先に対 11日公表、以下「各省庁におけ
する保険販売を禁止』することが適当」 る検討状況」）における記述
・銀行等による保険商品の販売
とされたが、過度の規制は銀行の事務負 対象商品の更なる拡大について
担の増大のみならず、顧客利便を損なう は、３か年計画、金融審議会金
ことにも繋がるため、販売を禁止する融 融分科会第二部会における報告
資先企業の範囲については最小限に止め を踏まえて、引き続き検討を
行っているところ。
るなど、慎重に検討を行うべきである。

銀行子会社等における保険代理店業
務の解禁

銀行の子会社等の業務範囲に保険代理店
業務を追加する。

平成12年10月より、銀行による保険会
社の子会社化が可能となり、平成13年４
月からは、銀行本体による保険窓販が認
められた。保険販売業務の参入形態につ
いては、銀行の経営規模、地域性等に応
じ、複数の選択肢が用意されるべきもの
と考えられるが、上記２方式が認められ
ている中、代理店子会社方式だけが認め
られていない。保険業に係る各行のビジ
ネスモデルによっては、組織を分離して
専門特化を図った方が効率的な営業が行
える場合もあると考えられ、その際、保
険子会社の保有が困難な地域金融機関に
とっては、代理店子会社方式によること
が現実的かつ有効と考えられることか
ら、本方式を認めるべきである。

○銀行法第16条の２第１項に
は、銀行が子会社にできる会社
を列挙しており、このうち第８
号に「金融関連業務を専ら営む
会社」が挙げられている。「金
融関連業務を専ら営む会社」に
は「保険専門関連業務（保険業
務の代理、保険募集等を含む）
を営む会社」が含まれるが、こ
れは、銀行が保険会社を子会社
等として保有している場合に限
り、当該保険子会社の子会社等
としてのみ保有できることとさ
れている。
○「３か年計画」における記述
・銀行等が原則としてすべての
保険商品を取り扱えること、そ
の銀行の子会社又は兄弟会社で
ある保険会社の商品に限定しな
いことについて引き続き検討を
行い、速やかに結論を得、所要
の措置を講ずる。
○「各省庁における検討状況」
における記述
・銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大について
は、３か年計画、金融審議会金
融分科会第二部会における報告
を踏まえて、引き続き検討を
行っているところ。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300012

金融庁

z0300012

z0300012

金融庁

金融庁

項目

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5037

50370013

11

社団法人全国信用組合中央協
会

13

5059

5063

50590020

50630001

7/102

11

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

在日米国商工会議所(ACCJ)

20

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信用組合による保険窓販商品の範囲
の拡大等

窓販できる保険商品を限定するのではな
く、窓販できない保険商品を列挙し、原
則自由とすること。

窓販商品を制限する根拠として圧力販売
などの弊害が挙げられるが、金融商品販
売法、消費者契約法等の法整備によって
そのような懸念は少なくなっている。

信用金庫による保険募集可能商品の
範囲の拡大等

保険募集できる商品を限定せずに、原則
として全ての保険商品を募集できるよう
にする。
とくにワンストップ・ショッピングに関
（保険業法の規制の撤廃）保険募集可能 する利用者ニーズが高い第３分野及び小
商品の制限を早期に全面撤廃し、地域の 口の保障性商品をはじめとする個人分野
会員・顧客ニーズに総合的に対応できる の保険商品についてはできる限り早期に
解禁する。
なお、金融審議会金融
ようにする。
分科会第２部会報告（平成１６年３月３
１日）で示された新たに考えられる弊害
防止措置に関しては、過剰な規制となら
ないようにする。

信用金庫の保険募集を制限する根拠とし
て、預金・融資情報等の不当な利用や優
越的地位を不当に利用した募集行為など
の弊害が挙げられているが、保険業法及
び金融商品販売法並びに個人情報保護法
等の法整備が進んでいることなどから、
信用金庫が保険募集を行うために考えら
れる弊害防止措置は整っている。第３分
継続
野などの保険商品は、消費者ニーズが顕
在化しているために契約件数は増加して
いるが、現状の契約加入率は相対的に高
くないため、利用者利便の向上に資す
る。融資の条件として保険募集を行う行
為は、抱合せ販売として既に禁止されて
いるなど、過剰な弊害防止措置は利用者
利便を損なう。

銀行の保険募集につき、現在の商品規制
を撤廃し、民間の保険会社が提供する全
種類の保険商品の販売を認めるよう求め
る。

全面的な解禁は、銀行による保険販売の
自由化が日本の消費者にもたらす利益を
最大化し、外国保険会社を含むすべての
保険会社にとっての公平性を確保するた
めに必要不可欠である。消費者利益の観
点からも、保険商品の全面解禁により、
銀行における金融商品の販売方法は、こ
れまでの金融商品の説明に重点をおくも
のから、顧客のニーズに基づいたコンサ
ルテーションを行い最も適切な金融商品
を推奨する販売手法への変化が促進され
る。特に、消費者保護及び市場監督のい
づれの観点から見ても、銀行が販売でき
る保険商品の自由化を商品で区切って段
階的に行うべき根拠は存在しない。

銀行等の保険募集に係る保険商品の
全面解禁

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

その他

管理コード

z0300012

z0300012

z0300012

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

要望
管理番号

5086

5086

5092

要望事項
管理番号

50860014

50860025

50920014

8/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

事業の用に供する建物の取得にあたって
も、居住用建物の取得と同じく銀行の資
金融資を利用するケースは多い。取得目
的の如何に関わらず住宅ローンの融資に
あたっては当該担保物件の損害保険金請
求権への質権設定が必須となる場合がほ
とんどである。事業用建物に関する火災
保険についても銀行が代理店となること
で融資実行と同時に保険付保が可能とな
り、事前に火災保険を手配する手間が無
くなり、銀行窓口でのワンストップ手続
きが可能になる。

現在、一部の保険について「保険契約者
等の保護に欠けるおそれが少ない場合」
として銀行による販売が認められている
が、その他の保険について銀行が販売す
ることが「保険契約者等の保護に欠け
る」とは思われず、一方で、銀行の収益
機会を奪い、契約者にとっても得るべき
利便性が阻害されている。本年6月、同
要望に対して金融庁から「銀行等による
保険商品の販売対象商品の更なる拡大に
ついては、規制改革・民間開放推進3 か
年計画（16 年3 月19 日）、金融審議会
金融分科会第二部会における報告（16年
3 月31 日）を踏まえて、前回回答のと
おり、引き続き検討を行っているとこ
ろ。」との回答が示された。早急な見直
しを期待する。

14

平成13年４月、住宅ローン関連の長期火
災保険、債務返済支援保険、信用生命保
険、海外旅行傷害保険の銀行等による窓
銀行が販売する住宅ローン関連の長期 口販売が可能になった。しかしながら、
火災保険について事業の用に供する建 住宅ローン関連の長期火災保険の販売に
ついては、居住の用に供する建物の建設
物も対象に含めること
等に係るローン関連の保険は対象とする
が、賃貸住宅など事業の用に供する建物
については対象としていない。

25

銀行に対する保険業務の規制は、融資の
見返りや顧客に対する優越的地位の濫用
等への懸念が要因となっている。これに
対し、リース会社における動産総合保険
は、リース会社が自社リース物件に付保
銀行持株会社の子会社が営むことができ
するものであり、また、銀行系以外の
る保険業務は、銀行法施行規則第17条の
自社リース物件に係る動産総合保険の 3第2項第3号の4に列挙されている保険契 自社リース物件に係る動産総合保険の代 リース会社では通常の業務として取扱っ
ているにも拘らず、問題となる事態は発
約の締結の代理又は媒介に限定されてい 理店業務の開始
取扱の容認
生していないことから、そのような懸念
るが、取扱可能な保険契約に、自社リー
はないものと思われる。加えて、本取扱
ス物件に係る動産総合保険を追加する。
を容認することで、取引先へのリースに
係る、新たな保険を使ったサービス内容
の充実が図られ、取引先の利便が向上す
る。

14

現在、一部の保険について「保険契約者
等の保護に欠けるおそれが少ない場合」
として銀行による販売が認められている
が、その他の保険について銀行が販売す
ることが「保険契約者等の保護に欠け
る」とは思われず、一方で、銀行の収益
機会を奪い、契約者にとっても得るべき
利便性が阻害されている。本年6月、同
要望に対して金融庁から「銀行等による
保険商品の販売対象商品の更なる拡大に
ついては、規制改革・民間開放推進3 か
年計画（16 年3 月19 日）、金融審議会
金融分科会第二部会における報告（16年
3 月31 日）を踏まえて、前回回答のと
おり、引き続き検討を行っているとこ
ろ。」との回答が示された。 早急な見
直しを期待する。

平成13年４月、住宅ローン関連の長期火
災保険、債務返済支援保険、信用生命保
険、海外旅行傷害保険の銀行等による窓
銀行が販売する住宅ローン関連の長期 口販売が可能になった。しかしながら、
火災保険について事業の用に供する建 住宅ローン関連の長期火災保険の販売に
ついては、居住の用に供する建物の建設
物も対象に含めること
等に係るローン関連の保険は対象とする
が、賃貸住宅など事業の用に供する建物
については対象としていない。

事業の用に供する建物の取得にあたって
も、居住用建物の取得と同じく銀行の資
金融資を利用するケースは多い。取得目
的の如何に関わらず住宅ローンの融資に
あたっては当該担保物件の損害保険金請
求権への質権設定が必須となる場合がほ
とんどである。事業用建物に関する火災
保険についても銀行が代理店となること
で融資実行と同時に保険付保が可能とな
り、事前に火災保険を手配する手間が無
くなり、銀行窓口でのワンストップ手続
きが可能になる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

z0300012

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

z0300012

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

5122

51220128

11

米国

128

保険の窓販売

金融審議会の保険の基本問題に関する
ワーキング・グループが2004年3月に提
案したとおり、原則として完全自由化を
達成するべく、3年以内に銀行窓口チャ
ネルの一律の自由化を実施する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販
売の自由化は、日本版「ビッグバン」の
改革に沿った形で消費者の選択肢とアク
セスを拡大する。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

z0300012

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

5122

51220129

11

米国

129

保険の窓販売

保険の基本問題に関するワーキング・グ
ループが提案した3年以内に行われる部
分的自由化のいかなる段階も、米国系会
社が不利にならないよう、バランスのと
れた公平な形で実施されるよう保証す
る。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販
売の自由化は、日本版「ビッグバン」の
改革に沿った形で消費者の選択肢とアク
セスを拡大する。

b

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

5120

51200025

11

欧州委員会（ＥＵ）

25

保険商品販売の完全自由化

2ｂ. 保険商品販売の完全自由化は、3年
という期間を待たずに、できるだけ速や
かに行われるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

9/102

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法 第275
条、同施行規則
第211条、第211
条の２、第211条
の３

銀行等による保険商品の窓口
販売については、平成13年4月
より、住宅ローン関連の信用生
命保険、長期火災保険及び債
務返済支援保険並びに海外旅
行傷害保険を対象商品として開
始した。
また、平成14年10月より、個人
年金保険、財形保険、年金払積
立傷害保険、財形傷害保険を
対象商品に追加するとともに、
住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定
を撤廃した。

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

b

銀行等による保険商品の販売
対象商品の更なる拡大につい
ては、規制改革・民間開放推進
3か年計画において「引き続き検
討を行い、速やかに結論を得、
所要の措置を講ずる。」とされて
いるところであり、引き続き検討
を行っているところ。
ⅠⅢ
なお、平成16年1月より、金融審
議会において銀行等による保険
販売規制の見直しについての
検討が行われ、同年3月31日、
金融審議会金融分科会第二部
会において報告「銀行等による
保険販売規制の見直しについ
て」がまとめられている。

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300012

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

金融庁

銀行等が販売する保険商品の範囲の
見直し

z0300012

z0300013

金融庁

項目

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5122

51220130

11

5122

5007

51220131

50070002

10/102

11

11

要望主体名

米国

米国

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

130

131

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険の窓販売

保険商品の他のチャネルでの販売と整合
性がとれるよう、また保険販売を行なう
銀行が持てる販売手法のすべてを利用す
ることを可能にするべく、保険業法施行
規則の第211条を早期に廃止または改正
する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販
売の自由化は、日本版「ビッグバン」の
改革に沿った形で消費者の選択肢とアク
セスを拡大する。

保険の窓販売

利害関係者（外資系を含む）に保険の窓
販と（保険業法施行規則）第211条につ
いて関係省庁職員と意見交換を行なう有
意義な機会を提供し、また、パブリック
コメント手続きを十分に活用する事に
よって透明性を確保する。

保険商品の銀行窓口チャネルにおける販
売の自由化は、日本版「ビッグバン」の
改革に沿った形で消費者の選択肢とアク
セスを拡大する。

保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

保険業法施行規則の非公開情報保護措置
を撤廃する。

銀行が保険以外の商品を販売する場合や
銀行以外の代理店は、対象外であり、妥
当性がない。また、銀行が保険募集を行
う際には、非公開情報利用を事前に同意
を得る必要があるが、実務上、募集、商
品説明等を行う前に同意を得ることにつ
いて顧客の理解を得るのが難しい。な
お、契約者の個人情報保護については、
平成17年4月に施行される個人情報保護
法の規制で十分であると考える。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

その他

管理コード

z0300013

z0300013

z0300013

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

要望
管理番号

5015

5028

5059

要望事項
管理番号

50150002

50280004

50590001

11/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

社団法人全国地方銀行協会

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

2

4

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

非公開情報保護措置については、個人情
報保護法に一体化する方向で見直しを行
い、保険業法施行規則の規定は撤廃する

銀行が保険を販売する際にのみ適用され
る規制であり妥当性がない（銀行以外の
代理店、例えば証券会社等は対象外。銀
行が保険以外の商品を販売する場合は対
象外）。現状、非公開情報の範囲は明確
ではなく、銀行が保険募集を行う際に
は、非公開情報利用の事前同意を得るこ
とが必須。しかし、募集、商品説明等を
行う前に事前同意を取得することは他に
例がないこともあり、顧客の理解を得る
のが難しい

保険募集における非公開情報保護措
置の廃止

保険募集における非公開情報保護措置を
廃止する。

銀行が保険募集を行う際には、銀行業
務に際し知り得た顧客に関する非公開情
報の利用につき、顧客の事前同意を得る
必要があるが、他の金融商品については
こうした制約がないにもかかわらず、保
険商品の説明等を行う場合にのみこうし
た事前同意を得ることは、顧客にとって
分かりづらく理解を得にくい。また、こ
のことが銀行業務において積みあげた顧
客のストック情報を活用した有効な保険
商品の提案等を困難にしている面があ
る。
また、平成17年４月より「個人情報の
保護に関する法律」が全面施行されるこ
とに伴い、個人情報取扱事業者たる銀行
には、個人情報の利用目的を特定する
（個人情報保護法第15条）とともに、顧
客に対しその利用目的を通知・公表、明
示する（同法第18条）ことが求められる
ほか、利用目的の達成のために必要な範
囲を超えて個人情報を取り扱う場合には
顧客の同意が必要とされている（同法第
16条）ため、顧客情報の不当な利用は排
除できると考えられ、保険業法上の非公
開情報保護措置は廃止すべきである。

保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

①個人情報保護法の施行後においては、
非公開情報と個人情報を分ける意味が薄
れる。すなわち、個人情報保護法等の定
めにしたがい、取得する個人情報の利用
目的を顧客に通知・公表することで、顧
客の情報が保険募集若しくは他の業務に
（保険業法による規制の撤廃事項）預金 会員・顧客の情報を活用することができ
利用されることは明らかなものとなる。
新規
取扱い金融機関を対象に講じられている れば、会員・顧客のライフプランに応じ
②非公開情報保護措置では、原則として
た、より適切な保険募集が可能となる。
非公開情報保護措置を撤廃する。
書面への明示的な同意（すなわち署名
等）が必要とされているが、署名等がな
された当該書面は個人情報を含む媒体と
なるので、別途個人情報を保護するため
の手当てが必要になるという悪循環が発
生する可能性がある。

保険募集における非公開情報保護措
置の撤廃

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

その他

管理コード

z0300013

制度の
所管官庁

金融庁

項目

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

要望
管理番号

5063

要望事項
管理番号

50630002

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

在日米国商工会議所(ACCJ)

要望
事項番号

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

「非公開情報保護措置」により、銀行等
銀行の保険募集に係る「非公開情報保 が知り得た顧客情報を有効活用した保険
募集をすることが妨げられていることか
護措置」の撤廃
ら、撤廃すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行等による保険募集については、保険
業法に基づきその適正な募集と契約者保
護が図られることに加え、保険の購入が
当該銀行との他の取引に影響しないこと
の明示など銀行等がその優越的地位を
使ったいわゆる圧力募集等の弊害防止措
置がすでに講じられている。加えて、当
該規制により、銀行等がその行う業務
（保険募集に係るものを除く）に際し知
り得た顧客に関する非公開情報を保険募
集に利用することにつき事前に当該顧客
から書面による同意を取得しなければ、
銀行等は保険募集を行うことができな
い。
かかる規制は圧力募集等の弊害防止とい
う規制の趣旨に照らして過度の規制と
なっている。もしも銀行等の金融商品販
売に圧力募集等の弊害があるのであれ
ば、銀行等が保険以外の金融商品を販売
する場合にも同様の非公開情報保護措置
が義務付けられるべきであるが、保険以
外の金融商品の販売につきそうした規制
は存在しない。

z0300013

z0300013

金融庁

金融庁

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

5063

5075

50630003

50750001

12/102

11

11

在日米国商工会議所(ACCJ)

外国損害保険協会(FNLIA)

3

1

万が一、当該規制の撤廃が遅れる場合
は、金融庁は事務ガイドライン等におい
て規制内容を、以下のとおり、直ちに明
確にすべきである。
１．保険募集に利用されると弊害が発生
するおそれの高い「非公開情報」を具体
的に例示すること。又、顧客の氏名･性
別･年齢･住所･電話番号･ｲｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等は
銀行等の「特別の情報」ではなく、銀行
等が保険募集に利用し得る情報であるこ
とを明確にすること。
２．同意取得方法について、銀行等がそ
の取引に伴い得た顧客情報を保険募集に
利用することを明示し、顧客がかかる利
銀行等の保険募集に係る「非公開情報
用を望まないことの意思表示をしたとき
保護措置」の即時明確化
にこれに応ずる方法も「その他の適切な
方法による同意」に該当することを明確
にすること。
３．銀行等における保険商品の販売方法
がこれまでの対面販売から郵送･電話･ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄなど他の方法に拡大することが予
想されることから、販売方法ごとの弊害
発生の可能性に基づいた同意取得方法･
時期につき明示すること。
４．本措置につき、文書による開示と説
明を行い、第一回目の保険販売が終了す
るまでに当該顧客からの同意を取得する
ことが、「その他の適切な方法」のひと
つに該当することを明確にすること。

個人･顧客の権利利益の保護は個人･顧客
情報の有用性とのバランスの上で図られ
るべき（個人情報の保護に関する法律第
1条参照）ところ、当該「非公開情報保
護措置」においては、非公開情報の範囲
や同意取得時期･方法が明確でないた
め、銀行は顧客氏名･住所等を含めて非
公開情報として事前の同意取得につき厳
格な対応をしており、その結果、この非
公開情報保護措置が銀行の保険販売にお
けるその顧客情報の有効利用にとって過
度の障害となっている。 金融庁は、
「契約者保護の観点から当該措置が講じ
られておりその観点から検討を行うこと
が必要」と回答しているものの、一定の
期限内で具体的な検討を行い結論を出す
べきである。金融庁が「非公開情報」の
範囲を示さないこと等から当該ルールが
不明確になっているだけでなく、「顧客
の預金、為替取引、資金の借り入れ等に
かかる情報その他の特別の情報」と定義
されている「非公開情報」に名前や住所
等の個人情報がすべて含まれるという解
釈を金融庁が示している結果、不当な過
剰規制となっている。

「非公開情報保護措置」により銀行等が
銀行等の保険募集に係る「非公開情報 知り得た顧客に関する情報を有効活用し
た保険募集が妨げられているので、これ
保護措置」の撤廃
を撤廃する。

銀行等による保険募集は保険業法により
適正な募集と契約者保護が図られてい
る。
又 銀行等による保険の募集が当該銀行
等との他の取引に影響を及ぼさない様
いわゆる圧力募集等の弊害防止措置が講
じられている。
更に 銀行等がその行う業務に際して知
り得た顧客に関する非公開情報を保険募
集に利用する場合は、事前に当該顧客の
書面その他適切な方法による同意を求め
ている。
しかるに「非公開情報保護措置」は 保
険募集についてのみ講じられる措置であ
り銀行等が営む業務全体に関しては こ
の様な規制は存在していない。
金融庁は、「契約者保護の観点から当該
措置が講じられておりその観点から検討
を行うことが必要」と回答しているもの
の、一定の期限内で具体的な検討を行い
結論を出すことを目指しているとは理解
できない。
金融庁が「非公開情報」の範囲を示さな
いこと等から当該ルールが不明確になっ
ているだけでなく、「顧客の預金、為替
取引、資金の借り入れ等にかかる情報そ
の他の特別の情報」と定義されている
「非公開情報」に名前や住所等の個人情
報がすべて含まれるという解釈を金融庁
が示している結果、不当な過剰規制と
なっている。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法施行規
則第211条第１項
第2号（及び、同
条の2第１項第2
号、同条の3第１
項第2号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

銀行等がその行う業務に関し知
り得た顧客に関する非公開情報
が保険募集に利用されることに bおよ
ついて、事前に顧客の書面その びc
他の適切な方法による同意を求
めている。

信託業法
信託代理店については、兼営法施
金融機関の信託
行規則第７条の２の２により銀行等
業務の兼営等に関
の金融機関が規定されている。
する法律

有価証券に係る投資顧問業は、
銀行法第10条第
銀行法第10条第2項の付随業
2項、第11条、投
務に規定されていないため、銀
資顧問業法第4
行は投資顧問業を営むことがで
条
きない。

a

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

Ⅲ

非公開情報の取扱いについて
は、銀行等がその与信業務や
決済業務を通じ、預金者や債務
者に関する情報を継続的かつ
総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護
上の問題を生じやすい状況に鑑
み、銀行等による保険商品の販
売の実施にあたり保護措置が
講じられているもの。その取扱
いについては、銀行等による保
険商品の販売の実施状況を踏
まえつつ、保険契約者等の保護
の観点から検討を行う必要があ
る。
なお、検討に際しては、個人情
報の保護に関する法律をも踏ま
えるとしても、本措置がとくに銀
行等による保険商品の販売との
関係において設けられている趣
旨に鑑みると、ただちに廃止さ
れるべきものとは考えがたいと
ころである。

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、信託契約の取
次ぎのみを行う者については、その
範囲を幅広く認める方向で検討を
行うことが適当とされ、また、信託
業務の委託については、委託を受
ける者の適格性を監督当局におい
て判断することが適当とされたとこ
ろである。この報告を踏まえ、信託
業法案を第159回通常国会に提出
し同国会において閉会中審査案件
とされたところであるが、第161回臨
時国会において成立した。

z0300014

金融庁

信託代理店における信託併営業務の
取扱禁止業務の撤廃

5007

50070003

11

社団法人第二地方銀行協会

3

信託代理店における信託併営業務の
取扱禁止業務の撤廃

信託代理店の取扱業務に不動産媒介業務
や遺言執行業務を認める。

Ⅰ

銀行については、利益相反の防
止、経営の健全性の確保及び
取引の公正性確保等の観点か
ら、株式の売買の取次ぎ業務等
の証券業を行うことが制限され
ているところであるが、銀行が助
言業務を行うことを可能とした場
合、書面取次ぎとあわせ、証券
業に類似する行為が可能となる
おそれがあることを踏まえれば
実施は困難である。
しかし、銀行等への証券仲介業
務を解禁する証券取引法の改
正が12月1日から施行されたこ
とを踏まえ、本件についてはこ
れらの定着状況を見極めながら
検討を行う。

z0300015

金融庁

銀行による投資顧問業務の解禁

5007

50070004

11

社団法人第二地方銀行協会

4

銀行による投資顧問業務の解禁

銀行本体による投資顧問業務を解禁して
ほしい。

z0300013

金融庁

銀行等の保険募集に係る「非公開情報
保護措置」の撤廃又は即時明確化

5075

50750002

13/102

11

外国損害保険協会(FNLIA)

2

金融庁は 本措置に係る内容を事務ガイ
ドライン等で明確化する必要がある。
具体的には、
1. 保険募集に利用される弊害が発生す
る恐れの高い非公開情報を具体的に例示
すること。
2. 顧客の氏名・性別・年齢・住所・電
話番号・Ｅ−メールアドレス等の非金融
非健康情報は、銀行等の「特別の情報」
銀行等の保険募集に係る「非公開情報 ではないことを確認すること。
3. 銀行等の保険募集が対面募集だけで
保護措置」の即時明確化
なく、郵便・電話・インターネット等他
の募集方法に拡大することも考えられる
ので、募集方法毎の顧客同意取得方法そ
れにその時期を明確にすること。
4. 本措置につき、文書による開示と説
明を行い、第一回目の保険販売が終了す
るまでに当該顧客からの同意を取得する
ことが、「その他の適切な方法」のひと
つであることを確認すること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

個人情報保護法では「個人情報の有用性
に配慮しつつ 個人の権利利益を保護す
る」こととしているが「非公開情報保護
措置」は非公開情報の特定、同意取得の
時期、その方法が厳格に規定されていな
い。
したがって銀行等は 顧客の氏名・住所
等をも非公開情報としており、その結果
銀行等の保険募集における顧客情報の有
効利用が阻害されている。

信託代理店において、遺言執行業務を取
扱うことができれば、地域における遺言
信託へのニーズに応えることができる。
また、不動産の売買・賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務が信託代理店に解禁
されれば、不動産を含めた資産に関する
総合的なコンサルティングサービスの提
供が可能になる。

現在の投資信託は、直接金融でありなが
ら、証券会社・信託銀行・投資顧問会
社・銀行など中間マージンが大きく、コ
ストが割高である。直接金融発展の観点
から、規制緩和の努力が必要であると考
える。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

有価証券に係る投資顧問業は、
銀行法第10条第
銀行法第10条第2項の付随業
2項、第11条、投
務に規定されていないため、銀
資顧問業法第4
行は投資顧問業を営むことがで
条
きない。

銀行は、銀行法第１２条に基づ
き固有業務、その他付随業務及
び担保付社債信託法その他の
銀行法第12条、 法律により営む業務以外の業
第16条の２
務を営むことができない。また、
銀行法第１６条に規定されてい
る以外の会社を子会社としては
ならないとされている。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

Ⅰ

銀行については、利益相反の防
止、経営の健全性の確保及び
取引の公正性確保等の観点か
ら、株式の売買の取次ぎ業務等
の証券業を行うことが制限され
ているところであるが、銀行が助
言業務を行うことを可能とした場
合、書面取次ぎとあわせ、証券
業に類似する行為が可能となる
おそれがあることを踏まえれば
実施は困難である。
しかし、銀行等への証券仲介業
務を解禁する証券取引法の改
正が12月1日から施行されたこ
とを踏まえ、本件についてはこ
れらの定着状況を見極めながら
検討を行う。

Ⅰ

銀行の業務範囲は、銀行の経
営の健全性確保の観点から他
業禁止が課せられていることを
踏まえ、銀行業務との関連性、
必要性について慎重に検討す
る。

z0300016

Ⅰ

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0300017

z0300015

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

銀行による投資顧問業務の解禁

ビジネスマッチング業務等に係る地域
金融機関本体及びその子会社への不
動産仲介業務の一部解禁

金融庁、法務 コミットメントライン契約適用対象の拡
大
省

要望
管理番号

5028

要望事項
管理番号

50280006

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社団法人全国地方銀行協会

要望
事項番号

6

要望事項
（事項名）

投資顧問業法における投資助言業務
の解禁

要望理由

その他
（特記事項）

顧客の有価証券投資に係る助言業務を普
通銀行本体にも認める。

銀行本体における投資信託や年金商品
の窓販解禁等により、銀行窓口で取り扱
うことのできる投資型商品が拡大してい
る中、顧客に投資判断の材料を提供する
投資助言業務は普通銀行には認められて
いない。顧客ニーズに幅広く応えていく
観点から、信託兼営金融機関以外の普通
銀行にも広くこれを認めるべきである。

○信託兼営金融機関につ
いては、「金融機関の信
託業務の兼営等に関する
法律施行規則」の改正に
より、平成16年４月１日
付で投資助言業務および
投資一任業務が解禁され
ている。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・銀行については、利益
相反の防止、経営の健全
性の確保及び取引の公正
性確保等の観点から、株
式の売買の取次ぎ業務等
の証券業を行うことが制
限されているところであ
るが、銀行が助言業務を
行うことを可能とした場
合、書面取次ぎとあわ
せ、証券業と類似する行
為が可能となるおそれが
あることを踏まえれば、
実施は困難である。しか
し、銀行への証券仲介業
務を解禁する証券取引法
の改正が平成16年通常国
会において行われ、平成
16年12月１日に施行され
ることを踏まえ、これら
の措置の定着状況を見極
めながら検討を行う。

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

5007

50070005

11

社団法人第二地方銀行協会

5

地域銀行において、ビジネスマッチング
ビジネスマッチング業務等に係る地域
業務や不良債権処理に関連する範囲で、
金融機関本体及びその子会社への不
不動産仲介業務を行うことを認めてほし
動産仲介業務の一部解禁
い。

①ビジネス・マッチング業務や不良債権
処理等から派生して、不動産絡みの案件
が生じていること、②従前から、預貸業
務（住宅ローン等を含む）においても、
同業務から派生して、不動産関係の相談
を受ける機会があること、等から、不動
産売買・仲介業務の取扱が可能になれ
ば、リレーションシップバンキングの機
能強化に役立ち、顧客に対して総合的な
充実したサービスを提供することができ
る。

5007

50070006

11

社団法人第二地方銀行協会

6

コミットメントライン契約適用対象の拡
大

コミットメントライン契約の適用対象を
拡大し、中小企業（資本金3億円以下）
のほか地方公共団体・特別法に定められ
た地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業等
にとっても有益な資金調達手段であり、
借主の対象に中小企業等を追加し、資金
調達手段の多様化を図ることが必要であ
る。
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

・銀行は、銀行法第10条から12
条までにおいて業務の範囲を規
定しており、他の業務を行うこと
ができない。
「中小・地域金融
・中小・地域金融機関向けの総
機関向けの総合
合的な監督指針Ⅲ―２−２（3）
的な監督指針」
において、銀行法第10条第2項
Ⅲ−２−２（3）
に規定するその他付随業務の
範疇にあるかどうかの判断にあ
たっての要件を明確化してい
る。

「中小・地域金融機関向けの総
「中小・地域金融
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
機関向けの総合
において、営業用不動産を賃貸
的な監督指針」
する場合の要件の明確化を図っ
Ⅲ−２−２（３）
ている。

「中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針」
Ⅲ−２−２（３）

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
において、営業用不動産を賃貸
する場合の要件の明確化を図っ
ている。

措置の 措置の
分類
内容

d

d

d

-

措置の概要
（対応策）

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（1）
において、「銀行が、従来から固
有業務と一体となって実施する
ことを認められてきたコンサル
ティング業務、ビジネスマッチン
グ業務、Ｍ＆Ａに関する業務、
事務受託業務については、取引
先企業に対する経営相談・支援
機能の強化の観点から、固有業
務と切り離してこれらの業務を
行う場合も「その他の付随業務」
に該当する」ことを明らかにして
おり、これに該当する場合には
行うことが可能である。

Ⅳ

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
において、営業用不動産を賃貸
する場合の要件の明確化を図っ
ており、当該要件に合致する営
業用不動産の有効活用は、そ
の他の付随業務として認められ
ることを明らかにしている。

Ⅳ

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
において、営業用不動産を賃貸
する場合の要件の明確化を図っ
ており、当該要件に合致する営
業用不動産の有効活用は、そ
の他の付随業務として認められ
ることを明らかにしている。

その他

管理コード

z0300018

z0300019

z0300019

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

銀行の「その他の付随業務」の更なる
緩和

営業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底

営業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底

要望
管理番号

5007

5007

5037

要望事項
管理番号

50070007

50070008

50370007

15/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

社団法人第二地方銀行協会

社団法人全国信用組合中央協
会

要望
事項番号

7

8

7

要望事項
（事項名）

銀行の「その他の付随業務」の更なる
緩和

具体的
要望内容

その他の付随業務については、これまで
緩和されてきているが、更に、①顧客か
らの委託に応じて「金融経済の調査・研
究」を行うこと、②ＩＳＯ、プライバ
シーマーク等の認証希望先をコンサル
ティング会社への紹介し、成功した場合
にコンサルティング会社から手数料を得
ることを認めてほしい。

①リストラ等により、営業用不動産で
あったものが業務の用に供されなくなっ
た場合に、第三者への賃貸等を行うこ
リストラにより生じた遊休不動産等の有 と、②老朽化した店舗を建て替える場
合、銀行利用階以外を賃貸すること、③
効活用の自由化
銀行の駐車場の一部をコインパークとし
て賃貸すること、等について自由化して
ほしい。

営業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底

営業用不動産の有効活用については、原
則自由である旨、運用上徹底する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

①取引先のニーズに応え、銀行業務を通
して培った人材の有効活用を可能とし、
②銀行の手数料収入の増強が図られると
ともに、顧客の認証取得ニーズに応える
ことのできるほか、コンサルティング会
社にとってもニーズの発掘が可能とな
る。

以下の理由による。
①銀行が固有業務を遂行する中で正当に
生じた余剰能力を将来にわたり活用する
のは企業活動として当然の行為であり、
収益基盤の強化にも結びつくこと
②老朽化した店舗を建て替える場合、特
に都市部においては市場環境により建物
規模を決定するのが一般的であり、銀行
利用階以外を賃貸することにより、収益
向上につながること
③駐車場の一部をコインパークとして賃
貸することにより不法駐車を防止し、銀
行にとっても収益向上につながること
④当該業務により、銀行の固有業務が影
響を受け、顧客に対するサービス低下や
預金者の資産や取引者の安全を害する事
態は生じないこと
⑤第三者に利用を認めることにより、地
域の活性化にも結びつくこと。

平成１５年６月に事務ガイドラインが公
表されたが、財務局では営業用不動産の
取扱いについては、旧事務連絡ベースで
の指導が依然として行われている。
店舗の廃止等により生じた遊休不動産を
賃貸することが営業用不動産の有効活用
に該当するかどうかの基準が不明確であ
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

「中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針」
Ⅲ−２−２（３）

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
において、営業用不動産を賃貸
する場合の要件の明確化を図っ
ている。

銀行法第１５条、
同法施行規則第
１６条、第３５条
第１項第７号

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

銀行の営業時間は、午前９時か
ら午後３時までとされている。た
だし、その営業所の「所在地又
は設置場所等の特殊事情」によ
り、異なる営業時間とする必要
がある場合には、当該営業所に
ついて営業時間を変更すること
ができる。

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

措置の 措置の
分類
内容

d

a

b

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

「中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針」Ⅲ−２−２（３）
において、営業用不動産を賃貸
する場合の要件の明確化を図っ
ており、当該要件に合致する営
業用不動産の有効活用は、そ
の他の付随業務として認められ
ることを明らかにしている。

為替取引や当座預金業務を
行っていないなど利用者利便を
損なわず決済システムに支障が
ないと認められる営業所にかか
る営業時間の規制については
緩和することとし、その具体的な
内容について１６年度中に検討
を行い、措置する。

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300019

金融庁

z0300020

z0300021

金融庁

金融庁

項目

営業用不動産の有効活用に関する規
制緩和の徹底

店舗の営業時間に係る規制の撤廃もし
くは届出の簡素化

生命保険の構成員契約規制の廃止

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5059

50590030

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

30

5007

5007

50070010

50070011

16/102

11

11

社団法人第二地方銀行協会

社団法人第二地方銀行協会

10

11

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

監督指針で明確化しているとするが、類
事業用不動産の有効活用については原則
事業用不動産の有効活用に関する規
似の事例にもかかわらず、財務局によっ
（信用金庫法の運用の明確化）事業用不
継続
自由であることとし、 他業禁止規制の
制緩和の徹底（他業禁止の判断基準の
て運用が異なる等、必ずしも明確化して
動産の有効活用の運用を明確化する。
範囲を明確にする。
明確化）
いるとは言えない。

店舗の営業時間の規制（午前9時から午
店舗の営業時間に係る規制の撤廃もし 後3時まで）を撤廃するか、もしくは営
業時間を変更する場合の届出を事後届出
くは届出の簡素化
へ移行する。

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制を廃止する。

以下のような現状を踏まえると、現行の
画一的な営業時間規制を行っていかなけ
ればならない必然性は薄まってきてお
り、今後は各行の自己責任において、顧
客のニーズ、利便性の確保を踏まえた店
舗運営を行うことで特に問題ないものと
考えられる。
・現行の店舗の営業時間の規制は、窓口
業務を想定したものであり、銀行業務の
多様化や機械化、インターネットバンキ
ング、コンビニＡＴＭの登場により、従
来の窓口業務を想定した営業時間の概念
は陳腐化している。
・インストアブランチなどでは、出店先
であるスーパーマーケット等の店舗の開
店時間（例えば午前10時）に合わせて営
業を開始する事例も増えている。
・最小限の人員による小型店舗の場合、
営業時間を地域特性に合わせた時間帯に
絞り込むことで、防犯上、労務管理上の
負担が軽減される。
また、個別事情を勘案して営業所ごとの
規制緩和とした場合、顧客への周知等の
措置を徹底したうえで、届出を事後とす
ることで事務負担の軽減と店舗運営の機
動性確保を図っていただきたい。

構成員契約規制は、生命保険会社と募集
代理店契約を締結した企業が優越的な地
位の濫用や圧力募集を行うことを防止す
ることを目的として設けられているもの
であるが、実態に係わらず事前かつ一律
に募集を禁止しているため、顧客の申し
出による場合にも保険の販売ができず、
顧客利便性の観点で問題である。
また、生命保険を募集する際、顧客勤務
先の確認が必要であり、これが実務上の
負担となっている。
損害保険や第三分野商品には構成員契約
規制はなく、生命保険だけ規制する理由
はないと考える。
銀行による保険募集については、圧力募
集防止のための弊害防止措置が検討され
ており、構成員契約規制は二重規制にな
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

その他

管理コード

z0300021

z0300021

z0300021

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制の廃止

要望
管理番号

5015

5028

5029

要望事項
管理番号

50150001

50280003

50290001

17/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

社団法人全国地方銀行協会

東京海上日動火災保険株式会
社

要望
事項番号

1

3

1

要望事項
（事項名）

生命保険の募集に関わる構成員契約
規制の撤廃

生命保険の募集に係る構成員契約規
制の廃止

生命保険の構成員契約規制の廃止

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

生命保険の募集に関わる構成員契約規制
を撤廃する

構成員契約規制は、実態に係らず、事前
かつ一律に保険の募集を禁止する過剰規
制。形式基準のため、顧客申出による場
合も保険の販売が出来ず、顧客利便性の
観点で問題。また、顧客勤務先の特定が
困難なケースも多いなど（同名企業の存
在等）、実務上の負担大。さらに、損害
保険や第三分野商品では規制がなく、生
命保険だけに適用される規制であり、妥
当性に欠く

生命保険の募集に係る構成員契約規制を
廃止する。

現状、生命保険募集人（銀行等）と
「密接な関係」を有する法人の役職員に
対しては、当該役職員が自らの意思で保
険商品の購入を銀行等に申し出た場合で
あっても、銀行等は当該商品の説明すら
できないことになっている。本規制は顧
客利便を著しく損ない、銀行等における
生命保険販売の実質的な障壁ともなって
いる。
加えて、本規制により、銀行等が顧客
に対して生命保険の募集を行う際には、
商品内容やリスク等の説明を行う前に、
まず顧客の勤務先を確認しなければなら
ないが、個人情報の取扱いに関する関心
が高まる中、このような不自然な確認事
務を行うことは、顧客の側に無用な混乱
と不信感を惹起する結果となりかねな
い。
このような過度な規制を廃止すること
により、顧客利便の向上、銀行等の収益
機会の拡大、事務負担（特定関係法人の
確認に係る事務）の軽減等を図ることが
できると考えられる。

規制を撤廃していただきたい。

これまで実質的に制限を受けていた法人
代理店による構成員契約の取扱が可能と
なることで消費者利益の向上を図ること
が出来るとともに、保険会社や募集代理
店においても事務精査ロード等の削減に
よる効率化を図ることが出来る。

現在、企業代理店においては生命保険取
扱を謳っているにも関わらず、こと構成
員の生命保険募集については一律禁止と
なっており、構成員からの生命保険の照
会を受けた場合、ライフプランに合わせ
た保険設計などの十分な対応を行うこと
ができず、顧客対応として問題がある
（消費者利益の向上に悖る）状況にあ
る。

その他
（特記事項）

○「３か年計画」におけ
る記述
・行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審
議会において構成員契約
規制の在り方について、
結論を得るべく、引き続
き検討を進める。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・構成員契約規制のあり
方については、３か年計
画において「金融審議会
において構成員契約規制
の在り方について、結論
を得るべく、引き続き検
討を進める」とされてい
るところであり、金融審
議会等の場において引き
続き検討を行う。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300021

金融庁

z0300021

z0300021

金融庁

金融庁

項目

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制の廃止

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5037

50370015

11

社団法人全国信用組合中央協
会

15

生命保険の構成員契約規制の廃止

22

業務上の地位等を不当に利用するなどの
（保険業法の規制の撤廃）生命保険の構 圧力募集を未然に防止する観点で設けら
生命保険の構成員契約規制等の撤廃
れている生命保険の構成員契約規制につ
成員契約規制を撤廃する。
いては信用金庫への適用を除外する。

信用金庫における保険募集は、通常の生
命保険募集人と異なり、非公開情報保護
措置、優越的地位を利用した募集禁止、
他の金融取引への影響の排除など、事前
継続
に様々な行為規制が保険業法等で適用さ
れており、業務上の地位等を不当に利用
する等の圧力募集を未然に防止する措置
が既にとられている。

法人である生命保険募集人又は保険仲立
生命保険募集人が使用人に対して行な
人が使用人に対して生命保険契約の申込
う保険契約の申込をさせる行為の規制
みをさせる行為をすることを可能にする
の見直し
ことを要望する。

構成員契約規制については、1997年12月
に行政改革委員会が内閣総理大臣に提出
した最終意見の中で「①圧力募集の防止
措置として過剰規制である。②販売チャ
ネルについて消費者の選択を狭めるもの
である。③法的根拠が明確でない。した
がって、構成員契約規制は妥当ではな
く、廃止すべきであると考える。」と指
摘されていた。本年6月、同要望に対し
て金融庁から「構成員契約規制のあり方
については、規制改革・民間開放推進3
か年計画において『金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結論
を得るべく、引き続き検討を進める。』
とされているところであり、検討の方向
性及びスケジュール（結論時期）を示す
ことは困難であるが、前回回答のとお
り、引き続き検討を行う。」との回答が
示された。早急な見直しを期待する。

5059

5086

50590022

50860012

18/102

11

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人リース事業協会

12

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

生命保険の募集において、法人募集代理
店の役員・従業員又は当該法人募集代理
店と密接な関係を有する法人の役員若し
くは使用人に対する募集禁止の規制（構
成員契約規制）を廃止しすること。

要望理由

法人募集代理店として生命保険の募集を
行う際に障害となっている。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

保険業法 第300
条第１項第９号、
同施行規則 第
234条第１項第２
号、平成10年大
蔵省告示第238
号（平成10年６月
８日）、金融庁事
務ガイドライン
（第二分冊 保険
会社関係）２−２
(6)

制度の現状

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

措置の 措置の
分類
内容

b

企業が、生命保険会社と募集代
理店契約を締結して生命保険
商品の募集を行う場合、従業員
への圧力募集等を防止する観
点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）
の役員・従業員に対する保険募
集が一部の保険商品を除き禁
止されている。

b

銀行は、銀行法第２０条及び第
５７条の規定に基づき、貸借対
銀行法第２０条、
照表等及び損益計算書を日刊
第５７条
新聞紙に掲載することにより公
告しなければならない。

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

その他

管理コード

z0300021

制度の
所管官庁

金融庁

項目

生命保険の構成員契約規制の廃止

要望
管理番号

5092

要望事項
管理番号

50920012

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

オリックス株式会社

要望
事項番号

12

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

法人である生命保険募集人又は保険仲立
生命保険募集人が使用人に対して行な
人が使用人に対して生命保険契約の申込
う保険契約の申込をさせる行為の規制
みをさせる行為をすることを可能にする
の見直し
ことを要望する。

構成員契約規制については、1997年12月
に行政改革委員会が内閣総理大臣に提出
した最終意見の中で「①圧力募集の防止
措置として過剰規制である。②販売チャ
ネルについて消費者の選択を狭めるもの
である。③法的根拠が明確でない。した
がって、構成員契約規制は妥当ではな
く、廃止すべきであると考える。」と指
摘されていた。本年6月、同要望に対し
て金融庁から「構成員契約規制のあり方
については、規制改革・民間開放推進3
か年計画において『金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結論
を得るべく、引き続き検討を進める。』
とされているところであり、検討の方向
性及びスケジュール（結論時期）を示す
ことは困難であるが、前回回答のとお
り、引き続き検討を行う。」との回答が
示された。早急な見直しを期待する。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方につ
いては、規制改革・民間開放推
進3か年計画において「金融審
議会において構成員契約規制
の在り方について、結論を得る
べく、引き続き検討を進める。」
とされているところであり、金融
審議会等の場において引き続き
検討を行う。

z0300021

金融庁

生命保険の構成員契約規制の廃止

5094

50940010

11

ソニー株式会社

10

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制を早期に廃止
すべきである。

当該規制は、従業員等への圧力販売を防
止するための措置として講じられている
ものであるが、行政改革委員会「最終意
見」（平成9年12月）では、「今後、保
険業法において、消費者の意見を踏まえ
つつ、「圧力募集」に対処する他の実効
性のある透明なルールを検討するととも
に、構成員契約規制の撤廃の可否を含め
た検討を行っていくべきである」と述べ
られている。また、「規制改革推進3ヵ
年計画（改訂）」（平成14年3月29日閣
議決定）では、金融審議会において引き
続き検討を進めることとされているのに
加え、平成16年3月19日に閣議決定され
た「規制改革･民間開放推進3ヵ年計画」
でも平成16年において、“結論を得るべ
く、引き続き検討を進める。”とされて
いる。
募集代理店が自社ないしグループ企業
の従業員に保険を販売する際には常に圧
力募集が行われるというわけではない。
むしろ、かかる販売自体を制限すること
は、競争原理に反することといえる。
かかる圧力募集は、商品に関する説明
義務や優越的地位の濫用禁止等にかかる
規制の適用ならびに、例えば公益通報者
保護制度等のチェック機能の利用等によ
り、防止可能と思われる。

Ⅰ

商法における決算公告の方法
を踏まえ、銀行の決算公告につ
いて電磁的方法を可能とするた
め、具体的な内容について検討
を行う。

z0300022

金融庁

電磁的方法による決算公告の許容

5007

50070012

11

社団法人第二地方銀行協会

12

電磁的方法による決算公告の許容

銀行も電磁的方法による決算公告が可能
になるよう、銀行法上の手当てを行う。

インターネットの普及により、商法が改
正されたことに鑑みれば、銀行だけ制約
を設ける理由はないと考える。

19/102

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

営業職員による運用管理業務
確定拠出年金運
(運用の方法にかかる情報提供)
営管理機関に関
と運用商品の販売等の事務兼
する命令
務は認められていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

営業職員による運用管理業務
確定拠出年金運
(運用の方法にかかる情報提供)
営管理機関に関
と運用商品の販売等の事務兼
する命令
務は認められていない。

c

営業職員による運用管理業務
確定拠出年金運
(運用の方法にかかる情報提供)
営管理機関に関
と運用商品の販売等の事務兼
する命令
務は認められていない。

c

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼
務については､運営管理業務の
中立性確保の必要性の観点か
ら、認めることはできない。

その他

管理コード

z0300023

制度の
所管官庁

項目

厚生労働省、 確定拠出年金における運用管理業務
の範囲の縮小
金融庁

要望
管理番号

5007

要望事項
管理番号

50070013

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

13

要望事項
（事項名）

確定拠出年金における運用管理業務
の範囲の縮小

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

運用方法に係る情報提供業務は、運用管
理業務に該当しないこととする。

運用方法に係る情報提供業務が運用関連
業務に該当しないこととなれば、営業職
員が確定拠出年金の概要および各運用商
品の説明を行うことができ、効率的な営
業活動が可能となる。これにより確定拠
出年金の加入者がより増加し、制度もよ
り広まることが期待できる。

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼
務については､運営管理業務の
中立性確保の必要性の観点か
ら、認めることはできない。

z0300023

金融庁、厚生労 運用関連業務と運用商品の販売等の
事務の兼務禁止ルールの廃止
働省

5028

50280010

11

社団法人全国地方銀行協会

10

運用関連業務と運用商品の販売等の
事務の兼務禁止ルールの廃止

運用関連業務（運用の方法に係る情報提
供）と運用商品の販売等の事務の兼務禁
止ルールを廃止する。

自行が運営管理機関である場合、提示
商品の内容に関する加入者からの照会に
対応できず、加入者に不信感を抱かせる
ことに繋がりかねない。本規制が撤廃さ
れれば、確定拠出年金制度の概要や各運
用商品に関する説明から販売事務まで、
一担当者が一貫して取り扱うことが可能
となり、顧客利便の向上にも資する。加
えて、大手金融機関に比して人的余力に
乏しい地域金融機関においては、より柔
軟な組織運営・業務展開が可能となり、
確定拠出年金制度のさらなる普及に寄与
できると考えられる。

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼
務については､運営管理業務の
中立性確保の必要性の観点か
ら、認めることはできない。

z0300023

金融庁、厚生 確定拠出年金制度における営業職員
による運用関連業務の兼務禁止の撤
労働省
廃

5037

50370018

11

社団法人全国信用組合中央協
会

18

確定拠出年金制度における営業職員
による運用関連業務の兼務禁止の撤
廃

営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等
の事務の兼務禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の方
法に係る情報提供）と運用商品の販売等
の事務の兼務が禁止されているため、加
入者の利益が阻害されている。

20/102

その他
（特記事項）

○「各省庁における検討
状況」における記述
・営業職員による運用管
理業務と運用商品の販売
等の事務の兼務について
は、運営管理業務の中立
性確保の必要性の観点か
ら認めることはできな
い。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

営業職員による運用管理業務
確定拠出年金運
(運用の方法にかかる情報提供)
営管理機関に関
と運用商品の販売等の事務兼
する命令
務は認められていない。

営業職員による運用管理業務
確定拠出年金運
(運用の方法にかかる情報提供)
営管理機関に関
と運用商品の販売等の事務兼
する命令
務は認められていない。

施行規則４条では、本人確認書
類は、印鑑登録証明書、健康保
険証、国民年金手帳、運転免許
本人確認法施行 証のほか、官公庁から発行さ
規則第４条
れ、又は発給された書類で、当
該自然人の氏名、住居及び生
年月日が記載があるものが要
件となっている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼
務については､運営管理業務の
中立性確保の必要性の観点か
ら、認めることはできない。

営業職員による運用管理業務と
運用商品の販売等の事務の兼
務については､運営管理業務の
中立性確保の必要性の観点か
ら、認めることはできない。

本人確認の厳格化や実効性を
確保する観点から、官公庁以外
の者の発行する書類を本人確
認書類とすることはできない。

その他

管理コード

z0300023

z0300023

z0300024

制度の
所管官庁

項目

金融庁、厚生労 確定拠出年金運営管理業務にかかる
金融商品営業担当者による兼務禁止
働省
の緩和

金融庁、厚生労 確定拠出年金の運用関連業務と運用
商品の販売等の兼業ルールの廃止等
働省

金融庁

銀行取引における本人確認書類の緩
和

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5059

50590041

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

41

5107

5007

51070007

50070014

21/102

21

11

農林中央金庫

社団法人第二地方銀行協会

7

14

要望事項
（事項名）

確定拠出年金運営管理業務にかかる
金融商品営業担当者による兼務禁止
の緩和

確定拠出年金制度における規制緩和

銀行取引における本人確認書類の緩
和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

金融機関の金融商品営業担当者につい
て、確定拠出年金運営管理業務のうちの 確定拠出年金業務を取り扱う金融機関の
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同 運用関連業務の兼務禁止を緩和する。兼 体制整備において、本兼務禁止措置の緩
継続
務禁止の緩和に際しては、営業担当者が 和は、確定拠出年金の普及に資するもの
様
加入者に対して中立的な立場で運用関連 と考えられる。
業務を行うことを前提とする。

①確定拠出年金運営管理機関登録事務の
簡素化
②金融商品営業と運営管理業務の兼務禁
止ルールの見直し

金融機関等による顧客等の本人確認等に
関する法律施行規則第4条第1項第1号の
へでは、写真付書類は官公庁が発行・発
給したものに限られているが、書類の発
行体を以下のように緩和してほしい。
①独立行政法人が発行した写真付書類
を、本人確認書類として認めてほしい。
②学校法人や私企業のうち、地域におけ
る知名度が高く、金融機関が適当である
と判断した企業等の社員証や学生証につ
いても本人確認書類として認めてほし
い。

①協同組織金融機関など非常勤役員が多
い業態の法人については，登録変更にか
かる事務負担が非常に大きいことから，
常勤役員や業務担当役員のみの登録とす
る，非常勤役員の住所，兼職先などの軽
微な事項については登録事項から除外す
る等，登録にかかる事務の簡素化を要望
する。
②体制整備上，専門の運営管理業務担当
者の配置は負担が大く，このため加入者
への全国均等なサービス展開の阻害要因
となってることから，金融商品営業者で
あっても運営管理業務を行いうるよう兼
務禁止ルールの見直しを要望する。

写真付書類は、本人以外の第三者による
使用が難しいことから、発行体を緩和す
ることで、本人確認作業の円滑化が図れ
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法第１６条の規定により、
銀行は、一営業日以内で速や
かに再開されることが確実に見
込まれる場合を除き、天災等で
銀行法第１６条、
営業所又はその代理店の営業
銀行法施行規則
所において臨時にその業務の
第１７条
全部又は一部を休止するとき
は、直ちにその旨を、日刊新聞
紙により公告し、店頭に掲示し
なければならない。

・ 銀行法第十条
第二項第一号、
同法施行規則第
十七条の三第二
項第三号
・ 平成10年金融
監督庁・大蔵省
告示第９号（銀行
法施行規則第十
七条の三第二項
第三号及び第三
十五号の規定に
基づく銀行等の
子会社が営むこ
とのできる業務
から除かれる業
務等を定める件）
・ 中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ−２−７−１
（３）①信用保証
業務

・ 銀行法第十条
第二項第一号、
同法施行規則第
十七条の三第二
項第三号
・ 平成10年金融
監督庁・大蔵省
告示第９号（銀行
法施行規則第十
七条の三第二項
第三号及び第三
十五号の規定に
基づく銀行等の
子会社が営むこ
とのできる業務
から除かれる業
務等を定める件）
・ 中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ−２−７−１
（３）①信用保証
業務

・銀行の子会社等は、債務保証
業務のうち、事業者に対する事
業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認め
られていない。

・銀行の子会社等は、債務保証
業務のうち、事業者に対する事
業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認め
られていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

公告は、銀行の臨時休業を一
般公衆へ周知徹底するものであ
り、これを廃止することは措置困
難であるが、電磁的方法による
ことを可能とするため、具体的な
内容について検討を行う。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンに
ついては、画一的かつ大量の処
理が可能であり、関連会社によ
る集中的処理を行うことが効率
的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保
証業務を行っている。
銀行の子会社が事業性ローン
に係る信用保証業務を行うこと
について、銀行経営の健全性の
観点から検討を行う。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンに
ついては、画一的かつ大量の処
理が可能であり、関連会社によ
る集中的処理を行うことが効率
的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保
証業務を行っている。
銀行の子会社が事業性ローン
に係る信用保証業務を行うこと
について、銀行経営の健全性の
観点から検討を行う。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

z0300025

金融庁

天災等により短期間臨時休業した場合
の公告の廃止

5007

50070015

11

z0300026

z0300026

金融庁

金融庁

銀行の子会社等における法人向け債
務保証業務の解禁

銀行の子会社等における法人向け債
務保証業務の解禁

5007

5015

50070018

50150008

22/102

11

11

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

社団法人第二地方銀行協会

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

15

天災等により短期間（例えば1週間）臨
天災等により短期間臨時休業した場合
時休業した場合についての公告を廃止す
の公告の廃止
る。

臨時休業するのは、風水害、地震等の場
合が考えられるが、そうした混乱時に公
告の手配まですることは負担が大きい。

18

信用保証業務を営む銀行の子会社が事業
信用保証業務を営む子会社の業務範
性ローンに係る信用保証を行うことを可
囲の拡大
能とする。

事業性ローンに係る信用保証が追加され
れば、銀行が行う担保・個人保証に依存
しない事業性ローンについて、債権回収
管理上分離して扱うことが可能となり貸
出商品組成の自由度が増大し、地域の中
小零細企業に柔軟性のある保証サービス
を提供できる。

銀行等の子会社が営むことのできる業務
として『債務の保証のうち、事業者に対
する事業の用に供する資金に関するも
の』を認める

現在、金融機関は個人事業者や中小企業
事業者の資金ニーズに積極的に応えるべ
く、資金供給チャネルや貸出商品の多様
化に懸命に努めているところ。グループ
内の保証会社も含めた信用保証業務の活
用が解禁されれば、柔軟かつ迅速な商品
設計、金融サービスの提供に貢献し、個
人事業者や中小企業事業者を中心に資金
調達の円滑化に繋がる

8

子会社等による法人向け債権への保
証業務の解禁

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

・ 銀行法第十条
第二項第一号、
同法施行規則第
十七条の三第二
項第三号
・ 平成10年金融
監督庁・大蔵省
告示第９号（銀行
法施行規則第十
七条の三第二項
第三号及び第三
十五号の規定に
基づく銀行等の
子会社が営むこ
とのできる業務
から除かれる業
務等を定める件）
・ 中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ−２−７−１
（３）①信用保証
業務

・銀行法施行規
則第17条の３第
１項第24号
・「中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指
針」Ⅲ−２−７−
２

・銀行法施行規
則第17条の３第
１項第24号
・「中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指
針」Ⅲ−２−７−
２

制度の現状

・銀行の子会社等は、債務保証
業務のうち、事業者に対する事
業の用に供する資金に関するも
のについては、営むことが認め
られていない。

自己競落会社の競落対象物件
は、親銀行等の貸出等に係る担
保物件、すなわち当該物件の競
落により親銀行等に配当が見
込まれる物件に限定されてい
る。

自己競落会社の競落対象物件
は、親銀行等の貸出等に係る担
保物件、すなわち当該物件の競
落により親銀行等に配当が見
込まれる物件に限定されてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

新たな中小企業金融への取組みの強化
が求められている中、保証会社の活用は
不可欠であると考えられる。銀行の子会
社等に事業性ローンの保証業務が解禁さ
れれば、地域の中小・零細企業に対し、
地域性等を踏まえたより柔軟性のある保
証サービスを提供することができる。

○「３か年計画」におけ
る記述
・ 銀行の子会社が事業
性ローンに係る信用保証
業務を行うこと及び保証
業務を行う銀行の子会社
が保証業務以外の業務も
兼業できるようにするこ
とについて、銀行経営の
健全性の観点から検討を
行う。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・住宅ローン等消費者
ローンについては、画一
的かつ大量の処理が可能
であり、関連会社による
集中的処理を行うことが
効率的であること等か
ら、銀行の子会社が同
ローンに係る信用保証業
務を行っている。銀行の
子会社が事業性ローンに
係る信用保証業務を行う
こと及び保証業務を行う
銀行の子会社が保証業務
以外の業務も兼業できる
ようにすることについ
て、銀行経営の健全性の
観点から検討を行う。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンに
ついては、画一的かつ大量の処
理が可能であり、関連会社によ
る集中的処理を行うことが効率
的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保
証業務を行っている。
銀行の子会社が事業性ローン
に係る信用保証業務を行うこと
について、銀行経営の健全性の
観点から検討を行う。

z0300026

金融庁

銀行の子会社等における法人向け債
務保証業務の解禁

5028

50280020

11

社団法人全国地方銀行協会

20

銀行の子会社等における法人向け債
権の保証業務の解禁

銀行の子会社の業務として、事業者に対
する事業の用に供する資金に関する債務
の保証業務を解禁する。

Ⅲ
Ⅳ

自己競落による競落の仕組み
の検討（競落対象物件の拡大）
については、「規制改革・民間開
放推進３か年計画」（平成16年３
月19日閣議決定）において、「銀
行の他業禁止規定や自己競落
会社が担保不動産を取得する
のは親銀行が債権を回収する
ために真に必要な場合であって
競落人が他に見出せない場合
に限定されるとの規制の趣旨を
踏まえたうえで、不動産市場へ
の影響も十分勘案しつつ、銀行
等の財務の健全性確保の観点
等に留意して、競落対象物件の
範囲を親会社に配当の見込ま
れるものだけでなく、子会社・関
係会社に配当の見込まれるも
のにも拡大することを検討す
る。」（平成16年度検討）とされた
ところであり、現在、検討を行っ
ているところ。

z0300027

金融庁

自己競落会社の対象物件等に係る規
制の緩和

5007

50070019

11

社団法人第二地方銀行協会

19

自己競落会社の対象物件等に係る規
制の緩和

親銀行の貸出金等に係る担保物件だけで
はなく、子会社・関連会社の担保物件も
可とする。

銀行グループとしての債権回収の円滑化
に資すると考えられる。

Ⅲ
Ⅳ

自己競落による競落の仕組み
の検討（競落対象物件の拡大）
については、「規制改革・民間開
放推進３か年計画」（平成16年３
月19日閣議決定）において、「銀
行の他業禁止規定や自己競落
会社が担保不動産を取得する
のは親銀行が債権を回収する
ために真に必要な場合であって
競落人が他に見出せない場合
に限定されるとの規制の趣旨を
踏まえたうえで、不動産市場へ
の影響も十分勘案しつつ、銀行
等の財務の健全性確保の観点
等に留意して、競落対象物件の
範囲を親会社に配当の見込ま
れるものだけでなく、子会社・関
係会社に配当の見込まれるも
のにも拡大することを検討す
る。」（平成16年度検討）とされた
ところであり、現在、検討を行っ
ているところ。

z0300027

金融庁

自己競落会社の対象物件等に係る規
制の緩和

5015

50150018

11

都銀懇話会

18

自己競落会社の対象物件等に係る規
制緩和

競落対象物件の拡大し、親会社に配当の
あるものだけでなく、子会社、関係会社
に配当のあるものも可とする

不良債権の処理は、銀行本体のみなら
ず、グループ全体にとって喫緊の課題。
本規制緩和は、関係会社の不良債権処理
を促進する上で極めて有効。その実効性
を確保するためには、競落対象物件の拡
大を実現することが不可欠

23/102

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

・銀行法施行規
則第17条の３第
１項第24号
・「中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指
針」Ⅲ−２−７−
２

自己競落会社の競落対象物件
は、親銀行等の貸出等に係る担
保物件、すなわち当該物件の競
落により親銀行等に配当が見
込まれる物件に限定されてい
る。

銀行法第１６条
の２第１項第８
号、銀行法施行
規則第１７条の２
第６項、平成１４
年金融庁告示第
３４号（平成１４年
３月２９日）

銀行グループ会社が営む従属
業務については収入依存度規
制が課せられているため、従属
業務会社が複数の銀行の関連
会社となること（複数銀行による
関連会社の共同設立）は実質
的に困難。

銀行法第１６条
の２、銀行法施
行規則第１７条
の３第１項、平成
１４年金融庁告
示３４号（平成１４
年３月２９日）

従属業務を営む会社は、当該
銀行及びその子会社からの収
入の額の合計額の総収入の額
に占める割合が百分の五十を
下回らないこととされている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

○「３か年計画」におけ
る記述
・ 銀行の他業禁止規定
や自己競落会社が担保不
動産を取得するのは親銀
行が債権を回収するため
に真に必要な場合であっ
て競落人が他に見出せな
い場合に限定されるとの
規制の趣旨を踏まえたう
えで、不動産市場への影
響も十分勘案しつつ、銀
行等の財務の健全性確保
の観点等に留意して、競
落対象物件の範囲を親会
社に配当の見込まれるも
のだけでなく、子会社・
関係会社に配当の見込ま
れるものにも拡大するこ
とを検討する。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・３か年計画において
「平成16年度検討」とさ
れたことを踏まえ、顕
在、検討を行っていると
ころ。

Ⅲ
Ⅳ

自己競落による競落の仕組み
の検討（競落対象物件の拡大）
については、「規制改革・民間開
放推進３か年計画」（平成16年３
月19日閣議決定）において、「銀
行の他業禁止規定や自己競落
会社が担保不動産を取得する
のは親銀行が債権を回収する
ために真に必要な場合であって
競落人が他に見出せない場合
に限定されるとの規制の趣旨を
踏まえたうえで、不動産市場へ
の影響も十分勘案しつつ、銀行
等の財務の健全性確保の観点
等に留意して、競落対象物件の
範囲を親会社に配当の見込ま
れるものだけでなく、子会社・関
係会社に配当の見込まれるも
のにも拡大することを検討す
る。」（平成16年度検討）とされた
ところであり、現在、検討を行っ
ているところ。

z0300027

金融庁

自己競落会社の対象物件等に係る規
制の緩和

5028

50280021

11

社団法人全国地方銀行協会

21

自己競落会社の競落対象物件に係る
規制の緩和

自己競落会社の競落対象物件の範囲を拡
大する。

現状、競落対象物件は競落により親銀
行に配当がある物件に限定されている
が、不良債権処理は銀行グループ全体で
取り組むべき喫緊の課題であり、子会社
等に配当がある物件にまで対象範囲を拡
大すべきである。

Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「共同従属会
社の設立については、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と本来、銀行
業からみれば他業である従属
業務の在り方等を踏まえつつ検
討を行う。」とされていることを踏
まえ、銀行の他業禁止の趣旨等
を踏まえて引き続き検討を行う。

z0300028

金融庁

複数銀行による従属業務会社の共同
設立の容認

5007

50070020

11

社団法人第二地方銀行協会

20

複数銀行による従属業務会社の共同
設立の容認

銀行法施行規則第17条の3第1項第1号〜
第21号に定める業務について、当該銀行
及びその子会社の収入依存度規制を緩和
し、共同設立を容易にする。

複数銀行による従属子会社の共同設立が
できれば、銀行の経営の効率化を図るこ
とができる。

Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行子会社
が行う集配金業務等に係る収
入依存度規制の撤廃等を認め
るか否かについては、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と、本来、銀
行業から見れば他業である従
属業務の在り方を踏まえつつ検
討を行う。」とされているところで
あり、銀行の他業禁止の趣旨等
を踏まえて引き続き検討を行う。

z0300029

金融庁

銀行子会社が行う集配金業務等に係る
収入依存度の撤廃

5007

50070021

11

社団法人第二地方銀行協会

21

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号〜
第21号に定める業務（現金・小切手輸送
銀行子会社が行う集配金業務等に係る 業務、集配業務、有価証券の受け渡し業
務）について、当該銀行及びその子会社
収入依存度の撤廃
の収入依存度規制を撤廃し、集配金業務
等の受託を容易にする。

集配金業務は顧客からのアウトソース
ニーズが高い業務であり、銀行が収入依
存度に縛られることなく集配金事務を受
託できれば、顧客利便性の向上を図りつ
つ、銀行経営の効率化を図ることができ
る。

24/102

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第１０条、平
成１１年金融監
督庁告示第１０
号第２条（平成１
１年４月１日）

銀行の代理店において営む業
務は、預金、貸付、為替取引、
債務の保証又は手形の引受
け、国・地方公共団体・会社等
の金銭の収納その他金銭に係
る事務の取扱い、有価証券、貴
金属その他の物品の保護預り
及び両替に限られている。

生命保険募集人登録において、
申請者の住民票の抄本又はこ
れに代わる書類を登録申請書
保険業法第277
に添付することとされている。
条、同規則第２１
なお、住民票の抄本等について
４条、事務ガイド
は、原本の提出を求めている
ライン２−３
が、運転免許証等については、
その写し（コピー）で可としている
ところ。

生命保険募集人登録において、
申請者の住民票の抄本又はこ
れに代わる書類を登録申請書
保険業法第277
に添付することとされている。
条、同規則第２１
なお、住民票の抄本等について
４条、事務ガイド
は、原本の提出を求めている
ライン２−３
が、運転免許証等については、
その写し（コピー）で可としている
ところ。

a

c

c

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

銀行子会社における代理店の取扱可
能業務の拡大

5007

50070022

11

社団法人第二地方銀行協会

22

銀行子会社における代理店の取扱可
能業務の拡大

銀行子会社における代理店の取扱可能な
業務に保険の販売、投資信託の販売を追
加する。

代理店の業務制限が緩和されれば、多様
な顧客のニーズに対応できる。

金融庁

生命保険募集人登録の簡素化

5007

50070026

11

社団法人第二地方銀行協会

26

生命保険募集人登録の簡素化

生命保険募集人登録に際して、登録申請
者の住民票またはこれに代わる書類の提
出について、その写しでも可とする。

生命保険募集人登録に際して、登録申請
者の住民票等を提出することは、登録対
象者および登録金融機関双方にとって事
務負担が大きく、簡素化してほしい。

金融庁

生命保険募集人登録の簡素化

5037

50370014

11

社団法人全国信用組合中央協
会

14

生命保険募集人登録の簡素化

生命保険募集人登録に際して、登録申請
者の住民票又はこれに代わる書類の提出
を不要とすること。

登録対象者、登録金融機関双方にとって
事務負担が大きい。

管理コード

制度の
所管官庁

Ⅰ
Ⅲ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

z0300030

金融庁

-

募集人の生年月日及び本人の
存否の確認を行うため、住民票
の抄本又はこれに代わる書類を
登録申請書に添付することを不
要とすることは困難である。
なお、原本の提出が困難な運転
免許証、健康保険証、旅券（パ
スポート）等については、その写
し（コピー）の提出で可としてい
るところ。

z0300031

-

募集人の生年月日及び本人の
存否の確認を行うため、住民票
の抄本又はこれに代わる書類を
登録申請書に添付することを不
要とすることは困難である。
なお、原本の提出が困難な運転
免許証、健康保険証、旅券（パ
スポート）等については、その写
し（コピー）の提出で可としてい
るところ。

z0300031

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

項目

25/102

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

運営管理機関の登録及び登録
事項の変更際は､役員の住民票
確定拠出年金法
の抄本又はこれに代わる書面を
提出する事になっている。

確定拠出年金法

運営管理機関の登録事項の変
更届出は、2週間以内に行う。

運営管理機関は､登録事項に変
更が合った時は､その日から2週
確定拠出年金法
間以内に主務大臣に届出なけ
ればならない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

運営管理機関の登録申請手続
（添付書類）・登録事項の簡素
化、変更届出期間の延長につ
いては､適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から
認めることはできない。

Ⅰ

運営管理機関の登録申請手続
（添付書類）・登録事項の簡素
化、変更届出期間の延長につ
いては､適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から
認めることはできない。

Ⅰ

運営管理機関の登録申請手続
（添付書類）・登録事項の簡素
化、変更届出期間の延長につ
いては､適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から
認めることはできない。

その他

管理コード

z0300032

z0300032

z0300032

制度の
所管官庁

項目

厚生労働省、
確定拠出年金の手続の簡素化
金融庁

金融庁、厚生労
確定拠出年金の手続の簡素化
働省

金融庁、厚生
確定拠出年金の手続の簡素化
労働省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5007

50070027

11

5028

5037

50280023

50370021

26/102

11

11

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

社団法人全国地方銀行協会

社団法人全国信用組合中央協
会

要望
事項番号

27

23

21

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

登録申請手続における「役員の住民票の
確定拠出年金運営管理機関登録申請
抄本又はこれに代わる書類」について、
の簡素化
その写しでも可とする。

確定拠出年金運営管理機関の登録・変更
の事務処理の簡素化・迅速化が実現す
る。

運営管理機関の登録事項に変更があった
ときは、その日から２週間以内に届け出
なければならないとの期間制限を緩和す
る。

変更時より２週間以内に届け出ること
は時間的にタイトな場合もあるため、本
期間制限を緩和（例えば、変更の都度届
け出を行うのではなく、定期的に年１〜
２回の基準日時点における情報を届け出
れば可とする等）すべきである。現状、
役員の氏名及び住所等、頻繁に変更が生
じ得る事項については、とりわけ登録事
項を管理する事務負担が大きくなってい
る。

軽微な変更事項については、年１回等の
変更届出書提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の管
理事務負担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の選
定等に及ぼす影響が少ないと認められる
事項（非常勤役員の変更、資本金額の小
額変更等）については、加入者保護の観
点からも、変更の都度届け出る必要性は
低いと考えられるため。

確定拠出年金制度における運営管理
機関登録事項の変更に係る期限の緩
和

運営管理機関登録に係る変更届提出
対象事項の緩和

その他
（特記事項）

○「各省庁における検討
状況」における記述
・運用管理機関の登録事
項の変更届け出期間の延
長については、適正な運
営の監督を担保する観点
から、認めることはでき
ない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

運営管理機関の登録の際は､役
員の氏名､住所、兼務に関する
確定拠出年金法
事項その他必要な事項を提出し
なければならない。

確定拠出年金法

運営管理機関の登録事項の変
更届出は、2週間以内に行う。

金融先物取引法
第63条、金融先
物取引法施行規
則第15条第1項
第3号

金融先物取引業者の役員又は
重要な使用人に変更があった
場合の届出に際し、新たな役員
又は重要な使用人が成年後見
人に該当しない旨の官公署の
証明書の提出や、履歴書に本
人の署名押印を行うことが規定
されている｡

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

c

運営管理機関の登録申請手続
（添付書類）・登録事項の簡素
化、変更届出期間の延長につ
ⅠⅢ
いては､適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から
認めることはできない。

c

運営管理機関の登録申請手続
（添付書類）・登録事項の簡素
化、変更届出期間の延長につ
いては､適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から
認めることはできない。

c

Ⅰ

Ⅲ

金融先物取引業を営む者の業
務の適正な運営を確保するため
に現行の規定を維持する必要
がある｡

その他

管理コード

z0300032

z0300032

z0300033

制度の
所管官庁

項目

金融庁、厚生労
確定拠出年金の手続の簡素化
働省

金融庁、厚生労
確定拠出年金の手続の簡素化
働省

金融庁

金融先物取引業に係る役員等の変更
時の手続の簡素化

要望
管理番号

5107

5107

5007

要望事項
管理番号

51070007

51070012

50070028

27/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

農林中央金庫

全国農協中央会・農林中央金
庫

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

7

確定拠出年金制度における規制緩和

①確定拠出年金運営管理機関登録事務の
簡素化
②金融商品営業と運営管理業務の兼務禁
止ルールの見直し

①協同組織金融機関など非常勤役員が多
い業態の法人については，登録変更にか
かる事務負担が非常に大きいことから，
常勤役員や業務担当役員のみの登録とす
る，非常勤役員の住所，兼職先などの軽
微な事項については登録事項から除外す
る等，登録にかかる事務の簡素化を要望
する。
②体制整備上，専門の運営管理業務担当
者の配置は負担が大く，このため加入者
への全国均等なサービス展開の阻害要因
となってることから，金融商品営業者で
あっても運営管理業務を行いうるよう兼
務禁止ルールの見直しを要望する。

12

確定拠出年金制度における運営管理
機関の登録事項の変更に関する期限
の緩和

確定拠出年金運営管理機関の登録事項に
変更があったときは、その日から２週間
以内に届け出なければならない期間制限
を緩和する。

○役員が変更となった場合については登
記簿謄本、住民票、履歴書等が、出資の
総額が変更となった場合については登記
簿謄本を添付書類として期限内に提出す
る必要があるが、取得に手間がかかる
上、期限が短いことから事務負担が大き
くなっている。

28

金融先物取引業に係る役員等の変更
時の手続の簡素化

履歴書について、本人の署名押印を省略
し、また、成年被後見人に該当しない旨
の証明書は廃止する。

①銀行法第7条の2において、銀行の常務
に従事する取締役は、銀行の経営管理を
的確、公正かつ効率的に遂行することが
できる知識および経験を有し、かつ、十
分な社会的信用を有する者でなければな
らないとされており、銀行の取締役に業
者不適格者が就任することは考えられな
い。
②事務手続の簡素化を図る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

ア.組織的な犯罪
の処罰及び犯罪
収益の規制等に
関する法律（以
下「法」という。）
第54条第1項及
び疑わしい取引
の届出の方法等
に関する命令
（総理府令・法務
省令第1号）第1
条並びに イ.
「タリバーン関係
者等と関連する
と疑われる取引
の届出について
（要請）｣（行政指
導）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5007

50070029

11

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

ア.外為法
に基づく

ア.タリバーン関係者の金融取引 報告と法
に基づく
については、「公衆等脅迫目的 届出様式
の犯罪行為のための資金の提 の統一に
供等に処罰に関する法律」等で ついて
は、C
処罰対象になる資金である可能 イ.法に基
性が極めて高いため、リストに づく届出
追加がある都度関係団体を通じ をイン
た要請文書により法に基づく「疑 ターネット
経由で行
わしい取引の届出」を求めてい うことに
る｡ イ. さらに、法に基づく届 ついて
は、ｄ
出対象取引の有無にかかわら ウ.行政
ず、各金融機関における調査状 指導によ
況を把握するための調査表を、 る調査表
法に基づく届出とは別様式で提 の提出に
ついて
出するよう、文書による行政指 は、廃止
を含めた
導として求めている。

証券取引法第65
条の2第5項にお
いて準用する同 ・営業所の位置変更があった場
法第30条第1項 合には、位置変更をした営業所
金融機関の証券 の名称、新所在地、旧所在地、
業務に関する内
変更年月日を届出。
閣府令第12条

本人名義の預金を担保として貸
し付けることは認められている
労働金庫法施行
が、第三者名義の預金を担保と
令第３条第１号
して貸し付けることは認められて
いない。

法令
上の
措置
は必
要とし
ない。

ア.法に基づく届出は、外為関係
に加え国内の口座保有や送金
も対象。また、マネロン犯罪捜
査のため捜査機関が利用。この
ような外為法とは異なる制度趣
旨に基づいて現在の様式が定
められているため、外為法に基
づく報告との様式の統一はでき
ない。
イ.
電子申請・届出システムでの法
に基づく届出は既に可能。
ウ.届出制度の定着を踏まえ、金
融機関の負担を配慮し、調査表
の提出の廃止を含めた簡素化
について早急に検討。

-

登録金融機関の証券業務につ
いて、問題が生じた場合に備
え、営業所の名称及び所在地を
把握しておくことは投資者保護
上最低限必要であり、監督を行
う上で当該届出を不要とするこ
とはできない。
※証券会社についても営業所
の所在地について同様の届出
が必要である。

Ⅱ

○ 労働金庫は、会員の相互扶
助を基本とする協同組織金融機
関であることから、員外貸付に
ついては、例外的に本来業務を
妨げない範囲内で認められてい
るものである。
○ このことにより、第三者の預
金を担保とした員外融資を検討
するに当たっては、労働金庫の
協同組織金融機関としての位置
付けを踏まえつつ、第三者の預
金を担保とした員外融資につい
て、実体上どの程度ニーズがあ
るのかを検証した上での検討を
行っていく必要があると考えて
いる。

z0300034

金融庁、財務 タリバーン関係者等の取引調査報告の
一本化・電子化
省

社団法人第二地方銀行協会

29

報告先・報告様式を一本化するか、電磁
タリバーン関係者等の取引調査報告の
的方法（インターネット）による報告を
一本化・電子化
可能にする。

財務省に対する「資本取引の状況に関す
る特別の報告」と金融庁に対する「タリ
バーン関係者等と関連すると疑われる取
引の届出」がほぼ同じ内容になってい
る。これを一本化することにより、事務
の軽減になる。

30

証券業務を営む営業所に係る届出事
項の簡素化

証券業務を営む営業所に関して「位置の
変更」があった場合の届出を不要とし、
証券業の登録申請書第5面（証券業務を
営む本店その他の営業所又は事務所の名
称及び所在地）において、営業所又は事
務所の所在地の記載を不要とする。

証券業務を営む営業所の「位置の変更」
の届出は提出頻度が高く、事務負担が大
きい。また、当局が個々の「証券業務を
営む営業所の位置」まで把握する必要は
ないと考える。

会員以外のものに対する資金の貸付けの
範囲に、第三者の預金を担保とした融資
を追加されたい。
なお、現在は本人名義の預金を担保とし
た融資のみが認められている。

労働金庫にあっては、会員に対する資金
の貸付け等の本来的な業務の遂行を妨げ
ない範囲で、員外融資を行うことができ
る（労働金庫法第５８条第４項、労働金
庫法施行令第３条）が、その一つとして
本人名義預金を担保とする融資がある。
労働金庫にはその社会的役割として、
様々な社会貢献活動が求められていると
ころであり、環境･介護その他社会貢献
○員外融資に係る規制緩
に資するＮＰＯ等への事業資金の融資を
和要望について
認められているところであるが、労働金
庫が融資を行うための担保預金を提供す
るなどの形で、それらを支援したいとい
う多数の意向が福祉団体等から寄せられ
ている。
これらの社会貢献の実現を支援するため
にも、労働金庫が第三者の預金を担保と
した員外融資を可能とする政令改正が必
要である。

簡素化に
ついて、a

c

b

z0300035

z0300036

金融庁

証券業務を営む営業所に係る届出事
項の簡素化

厚生労働省、
労働金庫の「員外融資」範囲の拡大
金融庁

5007

5013

50070030

50130001
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11

11

社団法人第二地方銀行協会

社団法人

全国労働金庫協会

1

労働金庫の「員外融資」範囲の拡大

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

金融機関の信託業
務の兼営等に関す
る法律第1条第1
項、金融機関の信
託業務の兼営等に
関する法律施行令
第2条の2、金融機
関の信託業務の兼
営等に関する法律
施行規則第2条の2
第1項

信託代理店については、兼営法施
行規則第７条の２の２により銀行等
の金融機関が規定されている。

銀行法第１６条
の２第１項各号、
銀行法施行規則
第１７条の３、中
小・地域金融機
関向けの総合的
な監督指針（Ⅲ
−２−７−１（３）
③）

銀行の子会社が行う投資信託
及び投資法人に関する法律第２
条第１７項に規定する投資資産
運用の範囲は、同法第３４条の
１０第１項２号に規定する不動
産の管理業務に限定しており、
不動産等の投資に関し助言を
行う業務は含んでいない。

①証券会社の行
為規制等に関す
る内閣府令第12
条第1項第2号、
②証券取引法第
32条第1項、同条
第2項、③同内閣
府令第12条第1
項第7号、④同内
閣府令第12条第
1項第8号

①親会社が発行する有価証券
について、その引受けが制限さ
れている。
②証券会社の役員による親会
社等又は子銀行等の役職員の
兼業は不可。
③非公開情報の授受に係る顧
客の同意確認は「書面による同 bおよ
意」が必要。
びc
④親銀行等又は子銀行等との
電子情報処理組織の共用は、
当該電子情報処理組織が当該
証券会社とその親銀行等又は
子銀行等との間で「情報の伝達
が行えないように措置されてい
るもの」を除き不可。

a

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、信託契約の取
次ぎのみを行う者については、その
範囲を幅広く認める方向で検討を
行うことが適当とされ、また、信託
業務の委託については、委託を受
ける者の適格性を監督当局におい
て判断することが適当とされたとこ
ろである。この報告を踏まえ、信託
業法案を第159回通常国会に提出
し同国会において閉会中審査案件
とされたところであるが、第161回臨
時国会において成立した。

Ⅲ

銀行子会社が行う投信法施行
令第38条に規定する不動産等
特定資産に係る投資に関し助
言を行う業務を子会社の業務範
囲に追加することについては、
業務の特殊性、投資家保護の
観点から、銀行業務との関連
性、その必要性等について慎重
に検討を行う。

①今年度中に検討・結論
②証取法第65条で金融機関に
よる証券業務が原則として禁止
されていることを踏まえて設けら
れている規定であり、措置困
難。
③現行法上、内部管理が厳格
に行われているなど公益又は投
資者保護のため支障を生ずるこ
とがないとして承認を受けた場
合には、当該規制が適用されな
いこととなっている。現行規制は
顧客の非公開情報の重要性を
踏まえた適切なものと考えてお
り、措置困難。
④③と同様の理由から当該規
定の廃止については措置困難。

その他

管理コード

z0300037

z0300038

z0300039

制度の
所管官庁

項目

金融庁

都銀等による信託業務に関わる規制緩
和

金融庁

不動産投資顧問業者等の資産運用ア
ドバイス業者の銀行による子会社化の
解禁

金融庁

証券子会社との弊害防止措置の更なる
緩和

要望
管理番号

5015

5015

5015

要望事項
管理番号

50150004

50150005

50150006
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

4

信託業法案成立後、遺言信託業務の解禁
を早期に措置するとともに、不動産売買
都銀等による信託業務に関わる規制緩
の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関
和
連業務等を、都銀本体、信託銀行子会
社、信託代理店に解禁する

都銀本体、信託銀行子会社および信託代
理店に対して、併営業務の一部を制限す
ることの理論的根拠は不明確。顧客財産
の総合運用管理サービスの充実を通じた
顧客利便性の一段の向上のためには、遺
言信託業務の早期解禁に加えて、不動産
関連業務を含めた信託業務の解禁が不可
欠

5

投資信託及び投資法人に関する法律施行
不動産投資顧問業者等の資産運用ア 令（以下「投信法施行令」という）第38
ドバイス業者の銀行による子会社化の 条に定める「特定資産に係る投資に関し
助言を行う業務」の銀行の子会社の業務
解禁
範囲への追加

金融資産に対する総合的な運用アドバイ
ス業務は15年度に銀行に解禁されたが、
金融資産とそれ以外の資産を総合的に考
慮して運用を行う投資家も相応に多いと
考えられることから、金融資産に限らな
い総合的な資産運用アドバイスを銀行の
子会社が行うことにより、顧客利便性を
高めるべきと思われる

6

①証券会社の行為規制等に関する内閣府
令第12条第1項第2号における適用除外と
なる有価証券に、「上場・登録株券」を
加える、②証券会社の役員と親銀行等又
は子銀行等の役員の兼任を、親銀行等又
証券子会社との弊害防止措置の更なる
は子銀行等および証券会社の取締役、執
緩和
行役、監査役及びそれらに準ずるものそ
れぞれについて過半数未満まで可とす
る、③非公開情報の授受に係る内閣府令
の廃止、④電子情報処理組織の共有に係
る内閣府令の廃止

①上場・登録株券は市場で株価が形成さ
れ、発行者には事業年度毎の有価証券報
告書の作成が義務付けられることで、格
付が付与されている有価証券と同様に引
受審査等における客観性も担保されてい
る、②本規制は、金融持株会社の活用等
によりグループ経営を推進する際の人的
資源の効率配分やグループ経営の枠組み
構築の妨げになっている、③本規制の趣
旨は、インサイダー取引規制や金融機関
の守秘義務、チャイニーズウォールの設
定で対応可能、④金融機関の自己責任を
重視するとの観点から、過剰な規制は撤
廃すべき

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第１０条、平
成１１年金融監
督庁告示第１０
号第２条（平成１
１年４月１日）

・銀行の代理店において営む業
務は、預金、貸付、為替取引、
債務の保証又は手形の引受
け、国・地方公共団体・会社等
の金銭の収納その他金銭に係
る事務の取扱い、有価証券、貴
金属その他の物品の保護預り
及び両替に限られている。
・銀行の業務の全部又は一部を
代理する者は、金融機関を除く
法人にあっては、委任銀行の１
００％出資子会社又は当該銀行
を子会社とする銀行持株会社の
子会社でなければなｒない。

前払式証票の規
制等に関する法
律第2条第1項第
1号、同第3条

前払式証票は、対価を得て発行
される金額等が記載（記録）され
た証票等で、代価の弁済等に使
用できるものであり、当該前払
式証票の発行者は前払式証票
法の規制を受ける。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

a

c

b

Ⅰ
Ⅲ

-

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

前払式証票の発行を行う銀行
等を前払式証票法の適用除外
とすれば、他の発行者との間で
競争条件の上での不平等な取
扱いを行うこととなり、基本的に
は、イコールフッティングを維持
すべきであると考える。
また、銀行等が発行する前払
式証票について、前払式証票規
制法の適用除外とすることは、
前受金の保全措置が講じられな
いおそれがあり、購入者等の利
益の保護の観点からも適用除
外は困難である。

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

その他

管理コード

z0300040

z0300041

z0300042

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

代理店に係る規制緩和

銀行等が取り扱う電子マネーのプリカ
法適用除外

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

要望
管理番号

5015

5015

5015

要望事項
管理番号

50150007

50150009

50150010

30/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

7

要望事項
（事項名）

代理店に係る規制緩和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

法人代理店における100％出資規制の撤
廃、並びに代理店の取扱い可能な業務の
銀行法第10条、11条、12条に定める業務
全般への拡大

代理店は顧客ニーズを満たしつつ、ロー
コストオペレーションを可能とする有人
拠点であり、その活用は有用。しかし、
代理業務の制限によって多様な顧客ニー
ズへの対応が不十分なほか、法人代理店
については、出資規制によって機動的な
設置が困難。これらの規制撤廃により、
顧客ニーズを充足する代理店の機動的な
設置及び組織的な管理が可能となり、顧
客利便性が向上

9

銀行等が取り扱う電子マネーのプリカ
法適用除外

銀行等が発行体となる電子マネー（オフ
ラインデビットにおける電子カードを含
む）につき、「前払式証票の規制等に関
する法律」（プリカ法）の適用除外とす
る

プリカ法の立法趣旨は利用者の保護であ
り、発行保証金の供託を義務付けること
等により、前払式証票の発行者の倒産へ
の備えや、悪意を持って発行見合資金を
搾取しようとする事業者を排除すること
を企図している。一方、銀行等による電
子マネーの発行は、銀行法上の“業務”
として位置付けられており、発行者たる
銀行には種々の監督規制が課せられてい
る。斯かる観点を踏まえれば、銀行等に
対してプリカ法を適用する必然性は乏し
く、適用除外とすべきである

10

コミットメント・ライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限法及び
出資法上のみなし利息の適用除外となる
借主の対象を拡大し、中小企業（資本金
3億円以下等）等に加え、以下のような
コミットメント・ラインの対象企業の拡大
借主を追加する。① 地方公共団体、②
独立行政法人、③学校法人、④医療法
人、⑤共済組合、⑥ 消費生活協同組
合、⑦市街地再開発組合、⑧ 特別目的
会社

コミットメント・ライン（特定融資枠契
約）は、既に制度が導入されている大企
業等のみならず、中小企業等にとっても
有益な資金調達手段であり、経済的弱者
保護という本法の当初の趣旨は首肯でき
るものの、現環境下においては、借主の
範囲に中小企業等を一律に排除している
ことは適切ではない。借主の対象に中小
企業等を追加し、資金調達手段の多様化
を図ることが必要である

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

○「３か年計画」におけ
る記述
・経済的弱者の保護とい
う利息制限法及び出資法
の趣旨を踏まえつつ、コ
ミットメントライン契約
を利用できる借主の範囲
について検討し、結論を
得る。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・法務省および金融庁と
しては、現時点で、直ち
に中小企業等に借主の範
囲を拡大することは時期
尚早であると判断してい
るが、借主の範囲の拡大
の是非に関する検討につ
いては、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極め
やニーズの把握等を行い
つつ、慎重に判断してい
く予定である。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

コミットメントライン契約の適用対象範
z0300042 法務省、金融庁 囲の拡大

5028

50280014

11

社団法人全国地方銀行協会

14

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、a.中小企業
コミットメントライン契約適用対象のさら
（資本金３億円以下等）、b.地方公共団
なる拡大
体、地方公社、独立行政法人等、をその
範囲に含める。

平成13年６月の法改正により、それま
で商法特例法上の大会社に限定されてい
た対象企業等に、①資本の額が３億円を
超える株式会社、②証券取引法の規定に
よる監査証明を受けなければならない株
式会社、③特定債権等譲受業者、④特定
目的会社及び登録投資法人等が加えられ
たが、より幅広い中小企業への金融の円
滑化を図り、中小企業経営の安定と銀行
の収益機会の拡大に資する観点からは、
さらなる適用対象の拡大が必要である。
また、地方公共団体等の資金需要に対
しより安定的・機動的に対応していくた
めには、こうした先も適用対象に含める
べきである。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0300042

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

5037

50370010

11

社団法人全国信用組合中央協
会

10

コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、中小企業
（資本金３億円以下等）、地方公共団体
や特別法で定められた地方公社等をその
範囲に含めること。

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象を拡大し、資金調達手
段の多様化を図ることが必要である。

Ⅰ

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

z0300042 金融庁、法務省 囲の拡大

5059

50590026

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

26

コミットメントライン契約の適用対象企
業の拡大

コミットメントライン契約（特例融資枠
コミットメントライン契約（特例融資枠
契約）の適用対象を拡大し、①中小企業
契約）の適用対象を拡大することによ
（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象
継続
（資本金３億円以下等）、②地方公共団
り、中小企業の資金調達の多様化が図ら
企業を拡大する。
体や特別法で定められた地方公社等をそ
れる。
の範囲に含める。

コミットメントライン契約の適用対象範
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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息
制限法及び出資法上の「みなし
利息」の適用除外となるのは、
借主が①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上
の株式会社（株式会社の監査
特定融資枠契約
等に関する商法の特例に関す
に関する法律第
る法律第１条の２第１項）、②資
２条
本金が３億円を超える株式会
社、③特定債権等譲受業者（特
定債権等に係る事業の規制に
関する法律第２条第５項）、④特
定目的会社（資産の流動化に関
する法律第２条第３項）等である
場合に限定される。

普通銀行の社債は、商法に基
（商法第３０６条、 づいて発行されるものであり、長
租税特別措置法 期信用銀行が発行する金融債
第４１条の１２） について認められている売出発
行が認められていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

法務省及び金融庁としては、現時点で、直ちに中小企業
等に借主の範囲を拡大することは時期尚早であると判断し
ているが、借主の範囲の拡大の是非に関する検討について
は、今後も、引き続き行う方針である。
コミットメントライン契約については、需要創出型の新たな金
融サービスであり、借主が利用して初めてその利便性を実
感するものであるとする指摘であるが、平成１５年に実施し
た借り手側のニーズ調査によれば、借主の範囲の拡大につ
いて中小企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公
共団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいとの
ニーズがほとんどないという結果であったし、実際に平成１
３年改正で借主の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も
低調であった。これらの事実を併せ考えると、一定の融資枠
が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来の借入
方法に加えて、実際に融資を受けた場合の利息のほかに
手数料の支払が必要となるコミットメントライン契約を利用し
たいという現実的なニーズが中小企業等の借主側にどの程
度あるのかについては慎重に見極めていく必要があると思
われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大
すれば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約に
係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利率による制
限が及ばなくなる結果となって、手数料名目に合法的に高
金利を徴求されるおそれがあり、このようなおそれがある以
上、いわゆるヤミ金融対策法等の高金利貸付け問題対策
の効果等を見極めることなく、現時点において、直ちに経済
的弱者である中小企業や地方公共団体等に借主の範囲を
拡大するという改正を行うことは相当ではないと考える。
このため、法務省及び金融庁としては、今後の検討におい
ては、借主の範囲の拡大の是非について、高金利貸付け問
題対策の効果等の見極めやニーズの把握等を行いつつ、
慎重に判断していく必要があるとしているものである。

普通銀行の社債発行の在り方
について、実務におけるニーズ
等を踏まえ、引き続き検討を行
う。

その他

管理コード

z0300042

z0300043

z0300044

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大
省

金融庁

銀行社債の商品性改善

金融庁、法務 債権流動化における債権譲渡禁止特
約の対外効の制限
省

要望
管理番号

5107

5015

5015

要望事項
管理番号

51070009

50150011

50150012
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

全国農協中央会・農林中央金
庫

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

9

11

12

要望事項
（事項名）

コミットメントライン契約の適用対象範
囲の拡大

具体的
要望内容

コミットメントライン契約（特定融資枠
契約）の適用対象となる借主の範囲を拡
大し、①中小企業（資本金３億円以
下）、②地方公共団体、③特別法で定め
られた地方公社等をその範囲に含める。

具体的事業の
実施内容

要望理由

○コミットメントライン契約に係る手数
料が利息制限法及び出資法上のみなし利
息の適用除外となるのは、借主が①資本
金５億円以上又は負債総額が200億円以
上の大会社、②資本金３億円以上の株式
会社、③特定債権等譲受業目的会社、④
特定目的会社等に限定されている。
○コミットメントライン契約の適用対象
を拡大することにより、中小企業、地方
公共団体等の資金調達の安定的・機動的
な対応が可能となる。

銀行社債の商品性改善

銀行社債の商品性の改善（売出発行を認
める、割引発行を可能とするための税制
優遇に係る規定の整備）

平成11年10月1日に普通銀行による普通
社債の発行が解禁されたが、長信銀等が
発行する金融債と普通社債との間で商品
性の違いが存在。店頭で発行代り金と引
き換えに、即、券面が受け取れるという
利用者利便の観点から、普通社債につい
て売出発行を認めるなど商品性の改善が
望まれる。これは、個人金融資産の運用
多様化にも資する

債権流動化における債権譲渡禁止特
約の対外効の制限

売掛債権等の一定の種類の指名債権に限
定し、かつ①「信託業法」又は「金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律」に
基づく信託営業者に対する信託が譲り受
ける場合、②特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号及び同
条第3項に規定する有価証券を定める内
閣府令」に定める有価証券を発行する法
人並びにそれに準ずる外国の法人が譲り
受ける場合、③金融機関（①を除く）が
譲り受ける場合に限り、譲渡禁止特約の
対外効を制限する

譲受人を信託営業者等一定の免許業者等
に限定することにより、原債務者の保護
という商法の趣旨は維持可能。一方、現
在の譲渡禁止特約の対外効は、原債権者
の資金調達を妨げる要因となっているな
ど弊害が多い。譲渡禁止特約つき債権
も、最高裁判例で既に差押及び転付命令
の対象と認められている点と照らし合わ
せれば、より広く原債権者の資金調達の
ために活用されるべきである。我が国の
債権譲渡関連法制を国際的な趨勢に適合
させることにより、我が国の債権流動化
市場の拡大を図ることができる

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

自己の財産について、自ら受
託者として信託を設定すること
を「信託宣言」をいう。信託法第
信託法第1条
一条において、信託とは「他人
資産の流動化に をして」財産の管理・処分を任せ
関する法律第31 る行為であると定義している。
条の2
資産の流動化に関する法律第
3編において、信託を利用した流
動化の制度について定めてい
る。

資産の流動化に
特定目的会社の借入先は、「銀
関する法律第
行」及び「適格機関投資家」に制
150条の6、同施
限されている.
行規則第41条

貸金業規制法第24条第2項で
は、貸金業者の貸付けに係る債
貸金業の規制等 権を譲り受けた者は、当該債権
に関する法律第 の債務者に対し、譲り受けた債
24条第2項
権の内容を明らかにする書面を
遅滞なく交付しなければならな
い。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

特定目的会社を用いた資産の
流動化における信託宣言の創
設については、当該制度は特定
の会社形態の場合についての
み適用するといった仕組みとは
されていないため、特定持分信
託にのみ単独で特別措置を設
けることは困難。法務省におい
て、平成１７年度中に信託法の
全面的な改正について関係法
案を国会に提出することを目途
として作業を行っていく予定であ
り、信託宣言の制度の創設の可
否についても、その中で検討さ
れるものと承知。

Ⅲ

特定目的会社は、原則として
転々流通する有価証券の発行
により資金調達を行うという基
本スキームに基づくものであり、
税制上の優遇もこのようなス
キームを前提に認められてい
る。仮にＷ―ＳＰＣによる借入れ
を特定目的会社の資金調達手
段として追加することとする場合
は、税制上の優遇の前提となる
現行のスキームの性格を根本
的に見直すことにつながるもの
であり、措置困難である。

※（措
置の
概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

z0300045

z0300046

z0300047

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 資産流動化に際しての信託宣言の許
容
省

金融庁

金融庁

特定目的会社による特定目的借入れ
の借入先の拡大

貸金業規制法に基づく債権譲渡通知義
務の緩和

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5015

50150013

11

5015

5015

50150014

50150015

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。
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11

11

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信託法第1条に第2項を新設し、「別途法
律に定めのある場合においては自己を一
定の目的に従い財産の管理又は処分を為
さしむることを得」と規定する

貸出債権等の流動化における債務者の抵
抗感の払拭により、貸出債権等の流動化
の促進が期待でき、金融市場の活性化に
資する

14

特定目的会社による特定目的借入れ
の借入先の拡大

特定目的会社による特定目的借入れの借
入先として、特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号及び同
条第3項に規定する有価証券を定める内
閣府令」に定める有価証券を発行する法
人（以下、「特別目的会社」という）並
びにそれに準ずる外国の法人を加える

証券化手法の進展に伴い、資産を譲受し
た法人に対して供与した貸出金を複数束
ねて特別目的会社に譲渡し、当該特別目
的会社が当該複数の貸出金を裏付資産と
して証券を発行する例が増加(以下「ＷＳＰＣ方式」という）。ところが、こう
した場合、国内では特定目的借入れの借
入先が銀行及び適格機関投資家に限定さ
れているため、上記のようなＷ-ＳＰＣ
方式を行うのは困難。Ｗ-ＳＰＣ方式は
小規模資産の流動化を行うに適した方式
であり、中堅・中小企業向け金融の一手
法とすることが可能

15

①金融機関等が債権流動化を目的として
譲受人になるなど、債務者保護に適切な
配慮がなされている場合、②預金保険法
第2条に定める金融機関から会社分割等
によって設立された子会社が保有する
貸金業規正法に基づく書面交付義務に 「会社分割等の際に当該金融機関から承
継した債権」及び「当該債権の債務者に
係る規制緩和（1）
対する会社分割等の後に発生した債権」
を譲渡する場合、において、貸金業者の
貸金債権譲渡契約時における債権譲受人
の債務者に対する通知義務を不要とする
扱い

本規制は、債務者の関知しないところで
不良業者等に債権が譲渡されるリスクか
ら債務者を保護するためのものであり、
その趣旨は首肯できるものであるが、一
方で、債権譲受人にとって手続が煩雑で
あることから、多大な人的負荷・システ
ム負荷がかかっており、貸出債権の流動
化を行う際の大きな障害となっている。
わが国の貸出債権流動化市場発展のため
にも重要。

13

資産流動化に際しての信託宣言の許
容

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第24条第2項で
は、貸金業者の貸付けに係る債
貸金業の規制等 権を譲り受けた者は、当該債権
に関する法律第 の債務者に対し、譲り受けた債
24条第2項
権の内容を明らかにする書面を
遅滞なく交付しなければならな
い。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

z0300047

制度の
所管官庁

金融庁

項目

貸金業規制法に基づく債権譲渡通知義
務の緩和

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560161

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

161

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

兼営認可を受けた金融機関などが債権
流動化を目的として譲受人になるなど、
貸金業規制法に基づく債権譲渡通知義 債務者保護に適切な配慮がなされている
場合、貸金業者から貸金債権を譲り受け
務の緩和【新規】
た者の書面交付義務を不要とすべきであ
る。

貸金業規制法に基づ
き、貸金業者から貸金債
債権譲受人の書面交付に要するコスト 権を譲受けた者は、当該
削減につながる。また、貸金業者の資金 債権の債務者に対し、譲
り受けた債権の内容を明
調達の円滑化に資する。
らかにする書面を交付し
なければならない。

債務者保護に適切な配慮がなされている
場合において，貸金業による貸金債権譲
ノンバンクの貸金債権譲渡時における
渡時における債権譲受人の債務者への通
債務者への通知要件の緩和
知を不要とする扱い。（貸金業法第１７
条の債権譲受人への準用の適用除外）

本規制は，債務者の関知しないところで
不良業者等に債権が譲渡されるリスクか
ら債務者を保護するためのものであり，
その趣旨は首肯できるものである。一方
で債務者保護を図りつつ，貸金債権売買
市場の活発化を促すためには，債務者保
護に適切な配慮がなされている場合につ
いて通知を不要とすることが考えられ
る。
具体的には，譲受人が兼営認可を受けた
金融機関である場合や譲受人である特別
目的会社が一定以上の格付けを有する有
価証券を発行する場合については，通知
を不要とするよう要望する。

債権者と債務者の双方が合意する場合に
限り、キャッシング契約等の締結・貸
貸金業規正法に基づく書面交付義務に 付・返済時において、書面交付に加え
て、｢インターネットなどの情報通信機
係る規制緩和（2）
を用いた電磁的方法｣による通知を認め
る

債権者と債務者の双方の合意がある場
合、貸金業者につき、書面交付の代わり
に電子手法の活用による債務者への通知
を認めたとしても、債務者保護の観点で
問題はない。加えて、電子手法の活用に
よる機動的な対応を可能となることで、
顧客利便性の向上にも資する。わが国の
個人向け金融市場が大きく変化する中
で、消費者金融市場に対するニーズは拡
大している。銀行はその関連会社などで
コンシューマーファイナンス事業に取り
組むことも多く、消費者金融市場の健全
な発展にも寄与

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

貸金業規制法第24条第2項で
は、貸金業者の貸付けに係る債
貸金業の規制等 権を譲り受けた者は、当該債権
に関する法律第 の債務者に対し、譲り受けた債
権の内容を明らかにする書面を
24条第2項
遅滞なく交付しなければならな
い。

b

※（措
置の
概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

z0300047

金融庁

貸金業規制法に基づく債権譲渡通知義
務の緩和

5107

51070006

11

農林中央金庫

6

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

b

※（措
置の
概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

z0300048

金融庁

貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

5015

50150016

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

34/102

11

都銀懇話会

16

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

貸金業者等と債務者・保証人の双方が
貸金業規制法に基づく書面交付の電子 合意する場合、書面交付の代わりに、電
子メール等の電子的手段を用いることを
化
認めるべきである。

b

※（措
置の
概要
参照）

具体的事業の
実施内容

要望理由

双方の合意を前提条件とすれば、書面
交付の代わりに電子メール等の電子的手
段を用いても、債務者・保証人の保護に
支障が生じるとは考えにくい。これに関
し、「e-Japan重点計画-2004」(平成16
年６月15日 IT戦略本部決定)では、
「2006年末までに、貸付契約締結時及び
債務弁済時における貸金業者から債務者
等への書面交付の電子化について、貸金
業制度の在り方の検討を踏まえて検討
し、結論を得る」とあり、「『全国規模
の規制改革・民間開放要望』に対する各
省庁の取組状況について」(平成16年９
月13日 内閣府規制改革・民間開放推進
室)においては、「貸金業制度の在り方
については、平成16年１月１日に施行さ
れた新貸金業規制法附則において、施行
後3年を目途として、新貸金業規制法の
施行の状況、貸金業者の実態等を勘案し
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
となっている」とされているが、貸金業
者の業務効率改善と消費者の利便性向上
を考慮し、検討を前倒しで行い、早期に
必要な見直しを行うべきである。
なお、「貸金業に係る実態調査結果」
(平成15年11月13日 金融庁)において、
「本調査結果につきましては、今後の制
度の企画・立案等の参考とさせていただ
きます」とあるが、調査結果に基づく検
討の内容、およびその結果を公表すべき
である。

金融庁

貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

z0300048

金融庁

貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

5086

50860006

11

社団法人リース事業協会

6

貸金業規制法の法定書面の電子化

資金需要者に資金借り入れに関する簡易
性・利便性や秘匿性のニーズが強く、自
貸金業規制法１７条書面、１8条書面の 貸金業規制法４３条のみなし弁済規定の 宅宛の郵便物は無断で送付できないこと
が多い。顧客が提携ATMをご利用された
電子受送信を可能とするよう要望する。 適用を受ける手段が多様化する。
場合、別途書面を郵送する必要が生じて
いる。

z0300048

金融庁

貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

5092

50920006

11

オリックス株式会社

6

貸金業規制法の法定書面の電子化

資金需要者に資金借り入れに関する簡易
性・利便性や秘匿性のニーズが強く、自
貸金業規制法１７条書面、１8条書面の 貸金業規制法４３条のみなし弁済規定の 宅宛の郵便物は無断で送付できないこと
が多い。顧客が提携ATMをご利用された
電子受送信を可能とするよう要望する。 適用を受ける手段が多様化する。
場合、別途書面を郵送する必要が生じて
いる。

z0300048

5056

50560137

11

(社)日本経済団体連合会

137

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

具体的
要望内容

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

b

※（措
置の
概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。
※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

35/102

その他
（特記事項）

貸金業者は、貸付契約
等を締結した時および、
債権の全部または一部に
ついて弁済を受けた時
は、所定の事項を記載し
た書面を債務者等に交付
しなければならない。
また、貸金業者から貸
付け債権を譲り受けた者
も、同様の書面を債務者
等に交付しなければなら
ない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

銀行法第16条の
３、銀行法施行
規則第１７条の
６、（独占禁止法
第11条）

銀行法第１６条
の２、銀行法施
行規則第１７条
の３第１項、平成
１４年金融庁告
示３４号（平成１４
年３月２９日）

銀行又はその子会社は、国内
の会社の議決権については、合
算して、その基準議決権数（当
該国内の会社の総株主等の議
決権に百分の五を乗じて得た議
決権の数）を超える議決権を取
得し、又は保有してはならないと
している。例外として、保有する
優先株の普通株への転換につ
いて、銀行による請求を除いて
普通株転換後の議決権の保有
が認められることとなっている。

従属業務を営む会社は、当該
銀行及びその子会社からの収
入の額の合計額の総収入の額
に占める割合が百分の五十を
下回らないこととされている。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

z0300048

制度の
所管官庁

金融庁

項目

貸金業規制法に基づく書面交付の電子
化

要望
管理番号

5122

要望事項
管理番号

51220017

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

米国

要望
事項番号

b

b

Ⅰ
Ⅲ

Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行子会社
が行う集配金業務等に係る収
入依存度規制の撤廃等を認め
るか否かについては、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と、本来、銀
行業から見れば他業である従
属業務の在り方を踏まえつつ検
討を行う。」とされていることを踏
まえ、銀行の他業禁止の趣旨等
を踏まえて引き続き検討を行う。

z0300049

z0300051

金融庁、公正
銀行による優先株の保有規制の緩和
取引委員会

金融庁

従属業務を営む子会社の収入依存度
規制の緩和（1）

5015

5015

50150017

50150022

36/102

11

11

都銀懇話会

都銀懇話会

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

17

対面および書面取引要件といった電子商
取引を阻害する既存の法律および規制
や、その他電子商取引やオンライン・
サービスの発展を妨げている障壁を除去
IT分野：電子商取引を妨げる規制の撤
する。現在、電子通知および電子取引が
廃
禁止されている分野において、電子通知
や電子取引が可能となるよう必要に応じ
法律や規制を改正する。
①貸金業法の下、電子通知を許可する。

「e-Japan重点計画―2004」（重点計画
2004）は電子商取引の促進が日本の優先
課題であることを明らかにしている。日
本は、民間および公的部門での手続のオ
ンライン化に向けて大幅な前進を図った
が、法的あるいはその他の規制障壁のた
め、ITの潜在力をいまだ十二分に活用で
きていない。重点計画 2004は、構造改
革の推進が、日本経済の健全性を取り戻
すための一つの鍵であり、e-Japan戦略
IIの重要な柱であることを確認すると同
時に、政府が自由かつ公正な競争の促進
を通して民間部門を適切に支援すべきこ
とを明確にしている。こうした政策と目
標にそって、日本政府が以下の措置を講
ずることを米国は要請する。

17

銀行法、独禁法上の5％ルールの例外と
して規定されている、「優先株の普通株
への転換」について、「銀行による請求
による場合」も、銀行が「転換後の処分
計画」を策定し、それについて事前の承
認・認可を受けた場合は、計画期間中の
一定の議決権保有比率までの保有を可能
とする

銀行の請求により優先株を普通株に転換
しようとしても、現行規制では5％を超
えて普通株への転換ができないため、優
先株の機動的な処理が不可能。優先株の
処理に関わる機動的な運営が実現すれ
ば、優先株を活用した事業再生がより進
展しやすくなる。また、売却に関わる計
画の提出・認可を義務付けることで、事
業支配や一定の取引分野の競争制限を行
う意図は排除可能。

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号〜
第21号に定める業務（現金・小切手等輸
従属業務を営む子会社の収入依存度
送業務、集配業務、有価証券の受け渡し
規制の緩和（1）
業務）について、当該銀行及びその子会
社の収入依存度規制を撤廃

集配金業務は、銀行業務の遂行に必要な
業務であるが、アウトソースニーズが高
い業務である。また、金融機関によって
は、既存インフラの余剰能力を活用しビ
ジネスとしての展開を図れる業務であ
り、積極的にインソースするニーズがあ
る。当該銀行及びその子会社からの収入
に縛られることなく集配金事務を柔軟に
委託・受託できることにより、顧客利便
性の向上を図りつつ銀行経営の効率化を
図ることができる

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

銀行等による一般事業会社の
議決権の取得については、銀行
経営の健全性確保の観点から
銀行に他業禁止が課せられて
いる趣旨の徹底を図るとともに、
銀行の子会社の範囲制限が逸
脱されることを回避するために、
その制限を設けている。この場
合の例外として、優先株の普通
株への転換（銀行の請求による
場合を除く。）による議決権の取
得が認められているが、銀行の
請求による場合についても、議
決権取得制限の趣旨及び独占
禁止法との関係を踏まえ、検討
を行う。

要望事項
（事項名）

22

銀行による優先株の保有規制の緩和

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法第１６条
の２、銀行法施
行規則第１７条
の３第１項、平成
１４年金融庁告
示３４号（平成１４
年３月２９日）

従属業務を営む会社は、当該
銀行及びその子会社からの収
入の額の合計額の総収入の額
に占める割合が百分の五十を
下回らないこととされている。

証券取引法第32
条第5項、第6
項、証券取引法
施行令第15条の
2、第15条の4第1
項、第2項、証券
会社に関する内
閣府令第16条第
3項、第19条第3
項

証券取引法における「子法人
等」の範囲は、当該証券会社が
密接な関係を有する一定の者と
合算したときに、議決権を過半
数保有又は役員を過半数占有
しているかどうかにより決められ
るのに対し、財務諸表等規則に
おける「子会社」は、いわゆる支
配力基準により、財務及び営業
又は事業の方針を決定する機
関（意思決定機関）を支配してい
るかどうかにより、その範囲が
決められる。

証券取引法第32
条第5項、第6
項、証券取引法
施行令第15条の
2、第15条の4第1
項、第2項、証券
会社に関する内
閣府令第16条第
3項、第19条第3
項

証券取引法における「子法人
等」の範囲は、当該証券会社が
密接な関係を有する一定の者と
合算したときに、議決権を過半
数保有又は役員を過半数占有
しているかどうかにより決められ
るのに対し、財務諸表等規則に
おける「子会社」は、いわゆる支
配力基準により、財務及び営業
又は事業の方針を決定する機
関（意思決定機関）を支配してい
るかどうかにより、その範囲が
決められる。

措置の 措置の
分類
内容

b

a

a

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行子会社
が行う集配金業務等に係る収
入依存度規制の撤廃等を認め
るか否かについては、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と、本来、銀
行業から見れば他業である従
属業務の在り方を踏まえつつ検
討を行う。」とされていることを踏
まえ、従属業務を営むことに係
る収入依存度規制の在り方に
ついて具体的な検討を行う。

証券取引法における「子法人
等」等の定義のあり方について
は、親子関係に係る規制の趣旨
を踏まえて検討を行ってきたとこ
ろ、証券取引法施行令の規定を
踏まえ、証券会社に関する内閣
府令第16条第3項及び第19条第
3項を改正し、「役員又は使用人
並びにこれらであった者」の範
囲に限定を設けたところである。

証券取引法における「子法人
等」等の定義のあり方について
は、親子関係に係る規制の趣旨
を踏まえて検討を行ってきたとこ
ろ、証券取引法施行令の規定を
踏まえ、証券会社に関する内閣
府令第16条第3項及び第19条第
3項を改正し、「役員又は使用人
並びにこれらであった者」の範
囲に限定を設けたところである。

その他

管理コード

z0300052

z0300053

z0300053

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

従属業務を営む子会社の収入依存度
規制の緩和（2）

証券取引法における「子法人等」等の
定義の改正

証券取引法における「子法人等」等の
定義の改正

要望
管理番号

5015

5015

5107

要望事項
管理番号

50150023

50150024

51070005

37/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

農林中央金庫

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

23

銀行持株会社（又はその子会社）のため
に従属業務を営む会社で、主として銀行
従属業務を営む子会社の収入依存度 以外のために従属業務を行う会社につい
て、「銀行若しくは長期信用銀行又は銀
規制の緩和（2）
行業を営む外国の会社のいずれかからの
収入があること」の要件を撤廃

銀行持株会社又はその子会社のために従
属業務を営む子会社については、銀行か
らの収入依存度規制を撤廃しても、銀行
グループとの一体性は確保可能。銀行持
株会社（又はその子会社）のために従属
業務を営む会社で、主として銀行以外の
会社のために従属業務を行う会社であっ
ても、銀行から何らかの収入があること
が必要となるため、グループ全体として
の業務運営において非効率な契約／業務
が発生

24

① 証券取引法における「親法人等」
「子法人等」の定義を、財務諸表等規
則、銀行法等における「親会社」「子会
社」の定義と同一にする、② 主要株主
の定義を銀行法の定義と同一にする、③
証券会社に関する内閣府令第16条及び第
19条を、証券取引法施行令の内容に合わ
せる

証券取引法と銀行法上の「親法人等」あ
るいは「子法人等」の定義、また「主要
株主」の定義が異なることにより、金融
機関の管理並びに届出事務が大きな負担
となっている。

証券取引法上の「子法人等」「親法人
証券取引法における「子法人等」「親法
等」の定義を財務諸表等規則における定
人等」の定義の改正
義と同一にする。

財務諸表等規則における「子会社」は，
支配力基準に基づいて定義されている一
方で，証券取引法における「子法人等」
は「証券会社が過半数の株式を所有して
いること，その他の当該証券会社と密接
な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者」と規定
されているほか，「親法人等」について
も政令で10％以上の株式を保有している
もの（主要株主）とするなど，支配力基
準に基づいていない。このため，証券取
引法の規定により実質的に支配力・影響
力のない先であっても，「子法人等」
「親法人等」に定義される結果，同法に
基づく届出事務負担は過大なものとなっ
ており，証券取引法上の「子法人等」
「親法人等」の定義を財務諸表における
定義と同一にするよう要望する。

5

証券取引法等における「子法人等」等
の定義の改正

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行は、銀行法第20条及び第
57条の規定に基づき、貸借対照
銀行法第20条、
表及び損益計算書を日刊新聞
第57条
紙に掲載することにより広告し
なければならない。

措置の 措置の
分類
内容

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

Ⅰ

商法における決算公告の方法
を踏まえ、銀行の決算公告につ
いて電磁的方法を可能とするた
め、具体的な内容について検討
を行う。

z0300055

金融庁

証券外務員登録の簡素化

5015

50150026

11

都銀懇話会

z0300056

金融庁

銀行持株会社及び銀行による届出手
続きの簡素化

5015

50150027

11

都銀懇話会

証券会社や登録金融機関は、
証券取引法第64 取引の勧誘等を行う役員及び
条の6第3項
使用人について外務員登録を
行うこととなっている。

c

-

外務員登録は、当該外務員の
行為の効果が帰属する法的主
体を明確化する観点から当該外
務員の使用者が行うこととなっ
ており、登録主体が変われば外
務員登録を再度行う必要が生じ
るため、措置困難。

銀行の子会社、関連会社の設
立等については届出を行う必要
銀行法第53条、
があるが、当該会社が銀行持株
銀行法施行規則
会社の子会社、関連会社にも該
第35条
当する場合には、銀行と銀行持
株会社がそれぞれ届出を行う。

b

-

銀行と銀行持株会社が同一の
子会社、関連会社について重複
して行う届出については、事務
の簡素化の観点から、運用面の
見直しを検討する。

z0300054

金融庁

電磁的方法による決算公告の許容

5015

50150025

38/102

11

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

電磁的方法による決算公告の許容

電磁的方法による決算公告の許容

わが国のIT戦略の基本理念を定めた、い
わゆるIT基本法が平成13年1月に施行さ
れ、ITの積極的活用について、国全体が
取り組んでいる中、銀行のみ電磁的方法
による決算公告が認められないことは、
その方向性にあっていないものであり、
銀行にも電磁的方法による決算公告を行
うことを認めるべきである。また、銀行
にとって、決算公告の合理化にも資する
ものである

26

証券外務員登録の簡素化

銀行持株会社の子会社である銀行間異動
においては、出向・転籍を問わず、外務
員登録の維持を可能とする（抹消及び新
規登録申請手続を不要とする）

金融グループ内で機動的な人材配置を
行っていく中で、銀行持株会社の子会社
である銀行間異動は、今後ますます増加
していく見込であり、日数に係わらず証
券業務従事に支障が生じる（証券外務員
としての業務を行えない期間が発生す
る）状況は、早期に改善されるべきであ
る

27

銀行持株会社及び銀行による届出手
続きの簡素化

銀行持株会社及び銀行による届出手続き
の簡素化

子会社・関連会社の設立等の事由に対し
て、銀行持株会社と銀行が各々届出を行
うのは、二重作業が多く非効率で、実務
的な負荷が大きい。届出手続きについて
は原則一本化を図るべきである

25

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

事務ガイドラインにより、商品投
商品投資に係る
資以外の投資として金融商品を
事業の規制に関
組入れる場合の組入れ割合を
する法律
定めている。

信託業法
信託代理店については、兼営法施
金融機関の信託
行規則第７条の２の２により銀行等
業務の兼営等に関
の金融機関が規定されている。
する法律

措置の 措置の
分類
内容

b

a

Ⅳ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

商品投資に係る事業の規制に
関する法律第２条第１項に規定
する商品投資により運用する金
額の合計が、運用財産の総額
の２分の１を超える場合におけ
る金融商品の組み入れ比率制
限を撤廃するとともに、顧客へ
のディスクロージャーを拡充す
るための関連規定を整備するこ
とについて、総合規制改革会議
の指摘を踏まえて行う投資者保
護法制のあり方についての検討
の動向を踏まえつつ、結論を得
る。

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、信託契約の取
次ぎのみを行う者については、その
範囲を幅広く認める方向で検討を
行うことが適当とされ、また、信託
業務の委託については、委託を受
ける者の適格性を監督当局におい
て判断することが適当とされたとこ
ろである。この報告を踏まえ、信託
業法案を第159回通常国会に提出
し同国会において閉会中審査案件
とされたところであるが、第161回臨
時国会において成立した。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

金融庁、農林

商品投資以外の投資に関する運用規
z0300057 水産省、経済 制の撤廃

5019

50190001

11

産業省

要望主体名

日本商品投資顧問業協会（会
長 牛嶋英揚）

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

商品投資以外の投資に関する運用規
制の撤廃

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項に規定する商品投資により運
用する金額が、運用財産の総額の1/2超
となる場合において金融商品を投資対象
として組み入れることが可能となってい
るが、この商品ファンドの従たる部分で
ある「商品投資以外の投資」に関する運
用規制の撤廃を要望する。

投資対象をより自由にそして機動的に選
択できるようになり、相関性の低いもの
を組み合せることにより、商品ファンド
の安定運用の道が開かれ、投資家の期待
する収益の安定性に寄与することにつな
がることになる。

本件は「規制改革推進3ヵ年計画等の
フォローアップ結果（平成15年5月内閣
府公表）において、「平成15年度早期に
措置する」旨を踏まえて、速やかなる対
応を要望する。

併営業務については、次のとおり地域にお
ける顧客ニーズが高まってきており、地域金
融機関に必要な機能として解禁が望まれる。
普通銀行本体での信託業務の取扱いが認めら
れることとなったにもかかわらず、併営業務
については引続き専業信託銀行のみに認める
こととする理由は特にないと考えられ、ま
た、大都市圏を除く地方では、専業信託銀行
の店舗数が非常に少なく、信託サービスの提
供に関し地域間格差が生じていることから、
顧客が地方銀行に寄せる期待には大きいもの
がある。

z0300058

金融庁

普通銀行本体及び信託代理店におけ
る信託併営業務の取扱い解禁

5028

50280005

11

社団法人全国地方銀行協会

5

普通銀行本体及び信託代理店におけ
る信託併営業務の取扱い解禁

普通銀行本体及び信託代理店における遺
言信託、不動産関連業務等の信託併営業
務の取扱いを解禁する。

a. 遺言信託
遺言信託は、高齢化・核家族化の進展に
より、その機能が社会的に認知され、相続・
資産運用相談業務に不可欠となっている。生
前の資産管理から死亡後の財産処分までの一
連の管理処分機能が、地域に根ざした地域金
融機関に求められており、シルバー世帯への
よりきめ細かいサービスの提供が実現でき
る。
b. 不動産関連業務
リバースモーゲージや遺産整理業務等に
おいて不動産の処分等を実施することで、個
人資産に占める割合の高い不動産から納税資
金や借入返済金等を捻出することが可能とな
る。また、法人取引においても、不動産に関
する総合的なコンサルティングサービスの提
供が可能となる。
少なくとも、金融審議会金融分科会第二部
会の報告「信託業のあり方に関する中間報告
書」（平成15年7月28日）において触れられ
た、遺言関連業務を取り扱える者の範囲の拡
大、および当該業務に係る取次業務の容認に
ついては早急に措置すべきである。

銀行の営業時間は、午前9時か
ら午後3時までとされている。た
銀行法 第15条、 だし、その営業所の「所在地又
同施行規則 第 は設置場所等の特殊事情」によ
16条、第35条第 り、異なる営業時間とする必要
１項第７号
がある場合には、当該営業所に
ついて営業時間を変更すること
ができる。

a

Ⅲ

為替取引や当座預金業務を
行っていないなど利用者利便を
損なわず決済システムに支障が
ないと認められる営業所にかか
る営業時間の規制については
緩和することとし、その具体的な
内容について１６年度中に検討
を行い、措置することとする。

z0300059

金融庁

店舗の営業時間規制（午前９時〜午後
３時）の緩和

5028

50280015

39/102

11

社団法人全国地方銀行協会

15

店舗の営業時間規制（午前９時〜午後 店舗の営業時間規制（午前９時から午後
３時）の緩和
３時まで）を緩和する。

現行規制によれば、銀行は平日の午前９時
から午後３時までは原則として必ず窓口を開
けておかなければならない。しかし、銀行の
各店舗における時間帯毎の来店客数は、各店
舗の立地条件や顧客層の違い等により多様な
ものとなっている中、顧客利便の維持・向上
及び銀行経営の効率化の両面からより柔軟な
店舗運営の形態が求められてきており、営業
時間についても、各行の自己責任に基づき地
域の顧客ニーズに応じた機動的な設定が可能
となるようにすべきである。もっとも、店舗
の営業時間については、その所在地又は設置
場所の特殊事情により異なる営業時間を設定
することができるものとされているが（銀行
法施行規則第16条第３項）、これについては
特殊事情として認められる事情の範囲が明確
でなく、実際の運用においては限定的に取り
扱われている。午前中のみ、あるいは夕刻以
降のみ営業する店舗等、当該地域の顧客ニー
ズにきめ細かく対応した営業形態も可能とな
るよう、より柔軟な制度運用が図られるべき
である。
例えば、小規模・少人数の店舗において
は、昼の休憩時間帯に営業面、防犯面で支障
が生じるが、昼食休憩時間帯に窓口を閉鎖で
きれば、交代要員の確保が不要となり、最小
限の人員による窓口営業が可能となる。これ
により、従来は人員確保が難しく無人化せざ
るを得なかった店舗も、有人店舗として存続
させることが可能となり、無人化する場合と
比べ顧客利便の維持・向上に資することがで
きる（なお、窓口閉鎖中は必ずＡＴＭコー
ナーを開けておくなど、資金決済に係る顧客
利便の維持には十分配意するものとする）。

その他
（特記事項）

○「金融機関の信託業務等
の兼営等に関する法律」の
改正（平成14年２月施行）
により、普通銀行本体での
信託業務の取扱いが認めら
れたが、不動産の売買・貸
借の媒介・代理等の不動産
関連業務、遺言執行・遺産
整理業務等の取扱いは引き
続き認められていない。ま
た、処分型不動産信託の取
扱いについては、不動産の
流動化に資するものに限る
とともに、信託された不動
産の処分は天災その他やむ
を得ない場合を除き１年間
禁止することとされてい
る。
○「各省庁における検討状
況」における記述
・信託業法案において、①
現在、金融機関のみが信託
業の担い手となっている
が、金融機関以外の者によ
る信託業の参入を可能とす
るとともに、これに伴い受
益者保護等のための所要の
ルールを整備する、②現
在、金銭等に限定されてい
る受託可能財産の範囲を拡
大し、知的財産権を含め財
産権一般の信託を可能とす
る、ことを基本的な内容と
している。

○「３か年計画」におけ
る記述
・為替取引や当座預金業
務を行っておらず、ＡＴ
Ｍ の設置による代替措
置が確保されている等、
利用者利便を損なわず決
済システムに支障がない
と考えられる出張所に係
る休日や営業時間の規制
については緩和すること
とし、その具体的な内容
について平成16年度中に
検討を行い、措置する。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・小規模・少人数の営業
所も含めた営業所を検討
の対象としたうえで、為
替取引や当座預金業務を
行わず決済システムに支
障がないと考えられる営
業所に係る営業時間の規
制について緩和すること
とし、その具体的な内容
について平成16年度中に
検討を行い、措置する。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

銀行法第16条の
２第１項８号、銀
行法施行規則第
17条の２第６項、
平成14年金融庁
告示第34号（平
成14年３月29日）

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第10条、平
成11年金融監督
庁告示第10号
第２条（平成11年
４月１日）、平成
14年金融庁告示
第33号（平成14
年３月29日）

制度の現状

銀行グループ会社が営む従属
業務については収入依存度規
制が課せられているため、従属
業務会社が複数の銀行の関連
会社となること（複数銀行による
関連会社の共同設立）は実質
的に困難。

・銀行の代理店において営む代
理業務は、預金、貸付、為替取
引、債務の保証又は手形の引
受け、国・地方公共団体・会社
等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、
貴金属その他の物品の保護預
り及び両替に限られている。
・法人代理店は、銀行の１００％
出資法人又は当該銀行を子会
社とする銀行持株会社の子会
社でなければならない。

銀行は、銀行法第20条及び第
57条の規定に基づき、貸借対照
銀行法第20条、
表及び損益計算書を日刊新聞
第57条
紙に掲載することにより広告し
なければならない。

措置の 措置の
分類
内容

b

a

b

Ⅰ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「共同従属会
社の設立については、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と本来、銀行
業からみれば他業である従属
業務の在り方等を踏まえつつ検
討を行う。」とされていることを踏
まえ、銀行の他業禁止の趣旨等
を踏まえて引き続き検討を行う。

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

商法における決算公告の方法
を踏まえ、銀行の決算公告につ
いて電磁的方法を可能とするた
め、具体的な内容について検討
を行う。

その他

管理コード

z0300060

z0300061

z0300062

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

複数銀行による従属業務会社の共同
設立の解禁

代理店に係る規制の緩和

電磁的方法による決算公告の解禁

要望
管理番号

5028

5028

5028

要望事項
管理番号

50280016

50280017

50280022

40/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国地方銀行協会

社団法人全国地方銀行協会

社団法人全国地方銀行協会

要望
事項番号

16

17

22

要望事項
（事項名）

複数銀行による従属業務会社の共同
設立の解禁

代理店に係る規制の緩和

電磁的方法による決算公告の解禁

要望理由

その他
（特記事項）

銀行のグループ会社が営む従属業務に
ついては収入依存度規制（銀行及びその
子会社等より50％以上）が課されている
ため、従属業務会社が複数の銀行の関連
会社となること（複数銀行による関連会
社の共同設立）は実質的に困難となって
いる。平成14年４月より、従属業務会社
に係る出資比率規制（銀行の100％子会
社に限る）が廃止され、銀行と一般事業
会社による従属業務会社の共同設立は可
能となったにもかかわらず、複数の銀行
による共同設立ができないことは合理性
を欠くため、独占禁止法第11条ガイドラ
イン（収入依存度規制について「原則と
して50％以上」と規定）と平仄を合わせ
るなどして、柔軟な運用が可能となるよ
う措置すべきである。

○「３か年計画」におけ
る記述
・共同従属会社の設立に
ついては、銀行の経営効
率化の必要性を踏まえ、
銀行の他業禁止規定と、
本来、銀行業からみれば
他業である従属業務のあ
り方等を踏まえつつ検討
を行う。
○「各省庁における検討
状況」における記述
・従属業務そのものは銀
行業務からみれば他業で
あるが、経営の効率化等
を図る観点から、収入依
存度規制を課すことによ
り、主として当該銀行の
ために営む会社を子会社
とすることを認めている
ものである。したがっ
て、複数の銀行が従属業
務を営む会社を共同で設
立するか否かについて
は、銀行経営の効率化等
の必要性を踏まえつつ、
従属業務のあり方等具体
的内容について、平成16
年度中に検討を開始する
予定。

代理店について、a.業務範囲の拡大、
b.100%出資規制の緩和（法人代理店）、
の措置を講じる。

a.に関しては、現状、銀行の代理店に
おいて営むことのできる代理業務は固有
業務（３業務）のほか４業務に限定され
ているが、地域の顧客ニーズに従来以上
にきめ細かく対応していくうえで代理店
は有効な有人拠点になり得ると考えられ
るため、その積極的な活用を促す観点か
ら、代理店の業務範囲を銀行法第10条、
第11条、第12条に定める業務全般に拡大
すべきである。
b.に関しては、法人代理店の機動的な
設置及び組織的な管理を可能とするた
め、現行の出資比率規制（100%出資規
制）を緩和すべきである。

○銀行の代理店において営
むことのできる代理業務
は、預金、貸付、為替取
引、債務の保証又は手形の
引受け、国・地方公共団
体、会社等の金銭の収納そ
の他金銭に係る事務の取扱
い、有価証券・貴金属その
他の物品の保護預り及び両
替に限定されている。ま
た、法人代理店は、銀行の
100％出資法人又は当該銀行
を子会社とする銀行持株会
社の子会社でなければなら
ない。
○「３か年計画」における
記述
・ 銀行代理店制度について
は、金融機関の健全性や決
済システムに与える影響等
の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを
行うこととし、平成16年度
中に検討を行い、措置す
る。
○「各省庁における検討状
況」における記述
・ 金融機関の健全性や決済
システムに与える影響等の
観点を踏まえつつ、銀行代
理店に課されている専業義
務や銀行の100%出資規制等
について、平成16年度中に
検討を行い、措置する。

銀行にも電磁的方法による決算公告
（ホームページへの掲載）を解禁する。

平成13年10月の商法改正により、決算
公告については、従来の日刊紙への掲載
による方法のほか電磁的方法も認められ
たが（商法第283条第５項）、銀行につ
いては、銀行法第57条の規定により日刊
紙への掲載による方法しか認められてい
ない。多くの一般事業法人が電磁的方法
による決算公告を行い、経費節減等の効
率化を進めている中、これが銀行にだけ
認められないことは合理性を欠く。また
利用者側からしてみても、常にホーム
ページ上で過去５年分の銀行の決算公告
を閲覧できるようになるため、利便性が
増すものと期待される。

○「各省庁における検討
状況」における記述
・商法改正により新たに
電子公告制度が導入され
ることを踏まえつつ、銀
行の決算広告について、
平成16年度中に具体的な
内容の検討を開始する予
定。

具体的
要望内容

収入依存度規制を緩和し、複数の銀行に
よる従属業務会社の設立を可能とする。

具体的事業の
実施内容

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

特定目的会社の取締役又は使
資産の
用人が、当該特定目的会社の
流動化に関する 発行する資産対応証券の募集
法律第150条の2 等を行うことは禁止されている。

信託法第58条は、受益者が信
託利益の全部を享受する場合
信託法58条、
で、かつ、やむをえない事情が
資産の流動化に
あるときは、受益者又は利害関
関する法律第31
係人の請求により、裁判所は信
条の2
託を解除できると規定している。

信託法第58条は、受益者が信
託利益の全部を享受する場合
信託法58条、
で、かつ、やむをえない事情が
資産の流動化に
あるときは、受益者又は利害関
関する法律第31
係人の請求により、裁判所は信
条の2
託を解除できると規定している。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

b

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

本規制は、発行証券の担保とな
る資産の取得が行われる見込
みのないまま証券が発行される
という詐欺的行為を防止するた
め、特定目的会社の取締役等
による募集を禁止し、第三者た
る証券会社等による証券募集を
義務付けることにより、スクリー
ニング機能の作用を期待してい
るものであり、投資家保護の観
点から維持すべき。

法務省において、平成17年度
中に信託法の改正について関
係法案を国会に提出することを
目途として作業を行っていく予
定であると承知しており、特定持
分信託に関して信託法58条の
特例を設けるか否かについて
は、当該改正作業の動向を踏ま
えつつ検討する。

法務省において、平成17年度
中に信託法の改正について関
係法案を国会に提出することを
目途として作業を行っていく予
定であると承知しており、特定持
分信託に関して信託法58条の
特例を設けるか否かについて
は、当該改正作業の動向を踏ま
えつつ検討する。

その他

管理コード

z0300063

z0300064

z0300064

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

資産対応証券の募集取扱い要件の緩
和

特定持分信託の信託法第58条から適
用除外を明確化

特定持分信託の信託法第58条からの
適用除外【新規】

要望
管理番号

5031

5031

5056

要望事項
管理番号

50310001

50310002

50560154

41/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

社団法人不動産証券化協会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

1

2

154

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

資産対応証券の発行時において、特定資
産の譲渡人（オリジネイター）が自ら資
資産対応証券の募集取扱い要件の緩 産対応証券の募集等を行わない場合、且
つ私募の場合に限り特定目的会社の取締
和
役又は使用人が資産対応証券の募集等が
できるようにしてほしい。

特定持分信託の信託法第58条から適
用除外を明確化

特定持分信託の信託法第58条からの
適用除外【新規】

資産流動化法の特定持分信託に関わる法
文において、信託法第58条の適用が除外
されることを法文上明らかにするか、あ
るいは、当局の解釈を一般に対して明確
化することを要望する。

資産流動化法の特定持分信託に関わる
法文において、信託法第58条の適用が除
外されることを明記すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

資産対応証券は証券取引法上の有価証券
であり、原則、証券業者による募集・販
売等が義務付けられている。例外的に特
定資産の譲渡人が届出後に募集等を行う
場合のみ、証券取引法の適用除外となっ
ている。
しかし、特定資産の譲渡人が必ずしも特
定目的会社の設立発起人ではないため、
特定資産の譲渡人が資産対応証券の募集
をする制度を利用できないことがある。
証券取引法では自己募集が認められてい
る。それと同様に、一般投資家への影響
が低いと思われる「私募」の場合に限
り、特定目的会社の取締役又は使用人
が、資産対応証券の発行時において資産
対応証券の募集等ができるようになれ
ば、結果、事業の促進とコストの削減に
つながり、より一層投資家利益に資する
こととなる。

特定持分信託は、その制度主旨上、当然
の要請として、信託契約は解除できない
ものとすることが求められ、法文上も
「委託者または受益者が、信託期間中に
解除を行わないこと」という条件を付す
ことが求められている。ただし、信託契
約書にこのような条項を入れたとして
も、信託法第58条の適用があるのかどう
かは明らかでなく、制度主旨が充分に活
かされていない。そのため実務上は、信
託法第58条の適用を避けるために、受益
者を複数にするという、制度主旨からす
れば、およそ本質的でない手当てを求め
られることも多く、徒にスキームを煩雑
化させている。

資産流動化法の特定持
分信託は、その制度趣旨
上、投資家が不測の損害
を被ることを予防する観
点から、当然の要請とし
て、信託契約を解除でき
ないものとすることが求
められ、法文上も「委託
者または受益者が、信託
実務上、信託法第58条の適用を避けるた 期間中に解除を行わない
めに、受益者を複数にするという、制度 こと」という条件を付す
趣旨からすれば、およそ本質的でない手 ことが求められている。
当てを求められることも多く、徒にス ただし、信託契約書にこ
のような条項を入れたと
キームを煩雑化させている。
しても、信託法第58条の
適用があるのかどうかは
明らかでなく、制度趣旨
が充分に活かされていな
い。弁護士の中には、信
託法第58条の適用によっ
て信託の解除が可能とす
る意見があり、格付の評
価が難しくなっている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

担保付社債信託法において、社
債に物上担保を付する場合は
担保付社債信託
その社債を発行する会社と信託
法第２条
会社との信託契約に従い社債
を発行する旨の規定がある。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第67条第1
投資法人の資金調達手段は、
項第16号、第139
投資証券及び投資法人債の発
条の2
行、銀行等からの借入れがあ
投資信託及び投
る。
資法人に関する
法律施行規則第
103条第7号

投資信託及び投
資法人に関する
法律第67条第1
投資法人の資金調達手段は、
項第16号、第139
投資証券及び投資法人債の発
条の2
行、銀行等からの借入れがあ
投資信託及び投
る。
資法人に関する
法律施行規則第
103条第7号

措置の 措置の
分類
内容

c

b

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

担保附社債信託法は、社債権
者の保護等の観点から広く社債
に物的担保を附することとする
場合の規制を定めたものであ
り、特定の会社形態の場合につ
いて規制を適用除外する仕組
みとはされておらず、特定会社
についてのみ一部適用除外とす
ることは困難である。

Ⅰ
〜
Ⅲ

現状において投資法人の資金
調達手段として、借入金及び投
資法人債の発行が認められて
おり、借入制限もなく、規約に限
度額さえ記載すれば機動的か
つ柔軟に投資法人債の発行を
行うことができる。ＣＰの発行に
関し必要な措置について検討を
開始する。

Ⅰ
〜
Ⅲ

現状において投資法人の資金
調達手段として、借入金及び投
資法人債の発行が認められて
おり、借入制限もなく、規約に限
度額さえ記載すれば機動的か
つ柔軟に投資法人債の発行を
行うことができる。ＣＰの発行に
関し必要な措置について検討を
開始する。

その他

管理コード

z0300065

z0300066

z0300066

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 特定社債に関する担保付社債信託法
の一部適用除外
省

金融庁

金融庁

投資法人の資金調達手段の多様化

投資法人の資金調達手段の多様化

要望
管理番号

5031

5031

5056

要望事項
管理番号

50310003

50310004

50560155

42/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

社団法人不動産証券化協会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

3

4

155

要望事項
（事項名）

特定社債に関する担保付社債信託法
の一部適用除外

投資法人の資金調達手段の多様化

投資法人の資金調達手段の多様化

具体的
要望内容

特定社債について、担保付社債信託法の
一部適用除外とすることができるよう要
望する。

投資法人が発行できる債券として、投資
法人債に加え、ＣＰの発行を可能とする
ことを要望する。

投資法人が発行できる債券として、投
資法人債に加え、ＣＰ等の発行を可能と
すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

特定目的借入に担保をつけると、特定社
債にも担保をつけざるを得なくなる場合
が多い。この場合、担保付社債信託法が
適用となる。その際、以下の規程が適用
され社債権者の保護が行われる結果、柔
軟な担保処分の仕組みを求める社債権者
の利益にかえって反することとなってい
る。社債権者の保護及び平等の原則の趣
旨は理解できるが、特定社債について、
社債権者の利益を守り、資産流動化法の
活用を推進するため、当事者同士の合意
のもと、資産流動化計画に規定すること
等一定の要件を満たす場合に、以下の規
程を適用除外とすることができるように
要望する。①「平等な担保利益の享受」
（担信法第71条）②「転質・流質契約の
禁止」（担信法第73条）③「担保の変
更」（担信法第75条）「担保権の順位の
譲渡または放棄」（担信法第75条の２）
④「担保権の実行」（担信法第82条）

投資法人の資金ニーズに柔軟に対応する
ことができるように、資金調達手段とし
てＣＰを加える。短期資金の調達にあた
り、ＣＰであれば現状の借入に比べ調達
コストが低いことから利益が向上し、ひ
いては投資家の利益につながるため。8
月の2次回答にあった、「調達コスト等
についての再調査」について①実施時期
について、その時期となる理由も含め具
体的に示されたい。②実施した調査内容
の公表を行った上、一般の借入金利より
ＣＰの方が有利と判明した場合には、Ｃ
Ｐの発行が可能になるよう早期にご対応
いただきたい。

超短期の資金調達についてはCPが調達
コストの点で一般借入に比べ低く、これ
が認められることにより資金調達コスト
の低下につながるとともに、投資家への
配当原資の増加となり、ひいては投資家
の利益につながる。また、資金調達にあ
たっての期間のマッチングという意味か
らも望ましい。

投資法人の資金調達手
段は、借入れ及び投資法
人債に限られており、超
短期の資金を必要とする
場合、調達期間とマッチ
せず、調達コストが高く
ついてしまう。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投 投資法人の規約を変更するに
資法人に関する は、投資主総会の決議を必要と
法律第140条
する。

投資信託及び投 投資法人の規約を変更するに
資法人に関する は、投資主総会の決議を必要と
法律第140条
する。

上場株券等の保有者でその保
有割合が１００分の５を超えるも
証券取引法第27
のは、大量保有報告書を５日以
条の23第1項
内に内閣総理大臣に提出しな
ければならない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

b

措置の概要
（対応策）

-

規約は投資法人の根本規則で
あり投資法人の基本的事項が
定められたものであることから、
規約を変更する場合において、
投資法人の最高意思決定機関
たる投資主総会の決議により、
投資主の意思を反映させる手続
きを踏むことは、必要と考えられ
る。

-

規約は投資法人の根本規則で
あり投資法人の基本的事項が
定められたものであることから、
規約を変更する場合において、
投資法人の最高意思決定機関
たる投資主総会の決議により、
投資主の意思を反映させる手続
きを踏むことは、必要と考えられ
る。

Ⅰ

投資証券について大量保有報
告制度を導入し、大量保有者の
情報を開示することは、市場の
公正性、透明性は確保される反
面、新たに投資証券の大量保
有者に報告義務を課すことにな
り、投資に係るコストを増大させ
るため、投資証券の流通性を阻
害することが考えられることか
ら、投資証券の発行者や保有者
などの関係者から意見を聴取す
るとともに、金融審議会でその
導入の可否について、十分な検
討が必要であり、今後の検討ス
ケジュールについて示すことは
困難。
なお、公開買付制度と大量保有
報告制度の趣旨は異なるもので
あり、投資証券が大量保有報告
制度の対象となっていないこと
が公開買付制度に影響を及ぼ
すとは考えられない。

その他

管理コード

z0300067

z0300067

z0300068

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

投資法人の規約変更手続の緩和

投資法人の規約変更手続の緩和【新
規】

大量保有報告制度の導入

要望
管理番号

5031

5056

5031

要望事項
管理番号

50310005

50560157

50310006

43/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

(社)日本経済団体連合会

社団法人不動産証券化協会

要望
事項番号

5

157

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

投資法人の規約変更手続の緩和

租税特別措置法等において、投資法人の
規約への記載が求められる改正があり規
約変更が必要となった場合にでも、投資
法人が規約へ記載しなければならない租
税特別措置法等で求められている要件を
既に満たしている場合には、暫定措置と
して次期投資主総会までの間は官報等へ
その旨を掲載するか、投資主への通知を
する事で済むよう要望する。

投資法人の規約変更手続の緩和【新
規】

規約に予め、租税特別措置法の適用を
受ければ投資家にとって有利であること
が明確な場合に官報への掲載により規約
を変更できる旨、盛り込んでいる場合に
ついては、投資主総会を省略できるよう
にすべきである。

大量保有報告制度の導入

一般の株式等と同様に、証券取引法に規
定する大量保有報告制度（５％ルール）
を投資法人の投資証券にも適用されるよ
う要望する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

投資法人の規約変更は、投資主総会の承
認を要し、租特法等の改正が行われた場
合に機動的な規約変更が出来ないため。

投資法人の規約変更は投資主総会の承
認を要するため、租税の優遇措置など投
資主に有利なことが明確であるにもかか
わらず、租特法等の改正が行われた場合
に機動的な規約変更ができない。

証券取引法で大量保有の５％保有者は大
量保有報告書を提出しなければならない
（証券取引法第27条の23）、と規定され
ており、その会社は比較的早く大量保有
者の保有割合等を把握することができ
る。しかし、対象となる有価証券の範囲
に投資法人の投資証券が含まれていない
ために、現状では投資法人の投資証券の
大量保有者は期末まで判明しない。今
後、投資証券が公開買付制度の対象に追
加される予定であり、投資法人及び投資
主が早期に大量保有者を把握しておくこ
とにより投資口の市場価格や市場におけ
る需給関係への影響を事前に予想できる
ため。

租税特別措置法の改正
において、投資法人が優
遇措置を受ける要件とし
て規約への記載が求めら
れる場合があるが、規約
の変更には投資主総会の
承認が必要となる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

協同組合による
金融事業に関す
る法律第六条第
一項において準
補完的項目のうち、一般貸倒引
用する銀行法第
当金につい
十四条の二の規
ては、第１条の算式の分母の
定に基づく信用
0.625パーセン
協同組合及び信
トを限度として算入することがで
用協同組合連合
きるものとす
会の自己資本比
る。
率基準（大蔵省
告示第１９２号
平９．７．３１）第
四条第一項

信用金庫法第八
十九条第一項に
おいて準用する 補完的項目のうち、一般貸倒引
銀行法第十四条
当金につい
の二の規定に基 ては、第１条の算式の分母の
づき自己資本比
0.625パーセン
率の基準を定め トを限度として算入することがで
る件(大蔵省告示
きるものとす
第６２号 平成
る。
５．３．３１) 第
四条

協金法第2条第3項においては、
信用組合の自己資本の額(出資
協金法第2条第3 の額及び準備金)は、外部負債
項
の3％以上でなければならない
ことが規定されている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

自己資本比率は、国際統一基
準行は８％以
上、国内基準行は４％以上とさ
れており、貸
倒引当金の分子への繰入限度
についても同
様に、国内基準行は国際統一
基準行の1/2
の0.625％とされているものであ
る。金融機
関の健全性確保の重要性等に
鑑みれば、貸
倒引当金の分子への繰入限度
額のみを国
際統一基準行並みに引き上げ
ることは困
難。

Ⅲ

自己資本比率は、国際統一基
準行は８％以
上、国内基準行は４％以上とさ
れており、貸
倒引当金の分子への繰入限度
についても同
様に、国内基準行は国際統一
基準行の1/2
の0.625％とされているものであ
る。金融機
関の健全性確保の重要性等に
鑑みれば、貸
倒引当金の分子への繰入限度
額のみを国
際統一基準行並みに引き上げ
ることは困
難。

Ⅰ

協同組合による金融事業に関
する法律の当該規定は、同法の
制定時以来規定されているもの
であり、銀行等に対する自己資
本比率規制（早期是正措置）が
法令化された後も存続してるも
のである。
本件については、金融機関の経
営の健全性確保、信用組合に
おける当該規制の意義等の観
点から、当該規定の廃止の可否
を検討する。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

z0300069

金融庁

自己資本比率算出の際の貸倒引当金
の繰入限度額の引上げ

5037

50370001

11

社団法人全国信用組合中央協
会

1

貸倒引当金について、自己資本算出上の
自己資本比率算出の際の貸倒引当金 分子（自己資本額）算入割合を国際統一
基準行と同レベル（１.２５％）まで緩
の繰入限度額の引上げ
和すること。

10

償却・引当基準が国際統一基準金融機関
と同一であること、また、１９８８年の
ＢＩＳ合意では、「一般貸倒れ引当金
は、…。特定の資産に充てられず、か
自己資本算出上の算入割合を国際統一基
つ、特定の資産における評価額の減少を
自己資本比率算出の際の貸倒引当金 （信用金庫法による規制の緩和）右記同
継続
準行と同レベル（１．２５％）まで緩和
反映していない場合は、これらの準備金
の繰入限度額の引上げ
様
する。
は自己資本としての適格性を有してお
り、…」となっていることから、自己資
本算出上の算入割合を国際統一基準行と
同レベル（１．２５％）まで緩和する。

z0300069

z0300070

金融庁

金融庁

自己資本比率算出の際の貸倒引当金
の繰入限度額の引上げ

協金法第２条第３項に基づく「自己資本
率規制」の廃止

5059

5037

50590010

50370002

44/102

11

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用組合中央協
会

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

金融機関の健全性の確保の観点から、金
融機関には資産に対する自己資本の額が
４％以上（国際基準を採用する金融機関
協金法第２条第３項に基づく「自己資本
は８％以上）とする統一された「自己資
率規制」の廃止
本比率規制」がある。敢えて二重に規制
する必要性はないため、これを廃止する
こと。

具体的事業の
実施内容

要望理由

貸倒引当金の計上は国内基準、国際統一
基準にかかわらず企業会計に基づき計上
することとされ、また金融検査マニュア
ルの償却・引当基準が厳格化されたこと
により、貸倒引当金が従来より増加して
いる。

信用組合の場合、協金法第６条第１項に
よる銀行法第１４条の２の準用により
「自己資本比率規制」が適用され、ま
た、この「自己資本比率」は他の金融機
関と同様、ディスクロージャー誌に掲載
し、広く預金者等に周知することが法律
で義務付けられている。一方、「自己資
本率規制」は、信用組合にのみ規定され
ているが、その目的は信用組合の健全性
の確保にあるとされ、「自己資本比率規
制」と同じであり、二重の規制となって
いる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信用組合は、組合員の持分を
中小企業等協同
取得し、又は質権の目的として
組合法第61条
これを受けることができない。

理事は事業（業務）報告書を通
常総（代）会に提出し、その承認
を求めなければならない。
（注）銀行（株式会社）について
は、商法第283条により、総会の
招集通知に決算関係書類等の
協金法第５条の 謄本を添付すること及び貸借対
４第１項、第７項 照表又はその要旨を公告するこ
ととされている。信用金庫、信用
組合については、このような規
定がなく、これに代えて事業（業
務）報告書等の決算関係書類を
通常総会に提出し、その承認を
受けることとなっている。

理事は事業（業務）報告書を通
常総（代）会に提出し、その承認
を求めなければならない。
（注）銀行（株式会社）について
は、商法第283条により、総会の
招集通知に決算関係書類等の
信用金庫法第37 謄本を添付すること及び貸借対
条第7項
照表又はその要旨を公告するこ
ととされている。信用金庫、信用
組合については、このような規
定がなく、これに代えて事業（業
務）報告書等の決算関係書類を
通常総会に提出し、その承認を
受けることとなっている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

中小企業等協同組合法及び信
用金庫法における脱退会員・組
合員の持分の取扱いは、それぞ
れ信用組合及び信用金庫の協
同組織金融機関としての性格の
相違等を前提に定められてお
り、単に持分の取扱いのみなら
ず組織や業務内容等のあり方
にも関係する問題であることを
踏まえ、慎重な検討が必要であ
る。

Ⅰ

株式会社の営業報告書は定期
総会への報告事項とされている
が、協同組織金融機関における
営業報告書に相当する事業報
告書は通常総会での承認事項
とされている。事業報告書は事
業の概況や金庫の現状を示し
た書類であり、内容的には営業
報告書に類似したものとして商
法並びの取扱いとすることも考
えられるが、一方で承認された
貸借対照表等の公告義務がな
いなど商法と異なる枠組みも採
られている。したがって、会員の
権利保護等の観点から、検討が
必要である。

Ⅰ

株式会社の営業報告書は定期
総会への報告事項とされている
が、協同組織金融機関における
営業報告書に相当する事業報
告書は通常総会での承認事項
とされている。事業報告書は事
業の概況や金庫の現状を示し
た書類であり、内容的には営業
報告書に類似したものとして商
法並びの取扱いとすることも考
えられるが、一方で承認された
貸借対照表等の公告義務がな
いなど商法と異なる枠組みも採
られている。したがって、会員の
権利保護等の観点から、検討が
必要である。

その他

管理コード

z0300071

z0300072

z0300072

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

脱退組合員の出資持分の一時取得に
ついて

事業（業務）報告書の総（代）会への報
告の廃止

事業（業務）報告書の総（代）会への報
告の廃止

要望
管理番号

5037

5037

5059

要望事項
管理番号

50370003

50370004

50590012

45/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国信用組合中央協
会

社団法人全国信用組合中央協
会

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

3

信用組合においても組合員の脱退（自由
脱退）に際し、当該組合員の出資金を譲
脱退組合員の出資持分の一時取得に
り受ける者がいない場合、信用金庫と同
ついて
様に、一時的にその出資金を譲り受ける
ことができるようにすること。

組合員の出資金を信用組合が取得するこ
とは、脱退者の一時取得を含め、中小企
業等協同組合法第６１条により禁止され
ている。信用金庫においても、持分の取
得は原則禁止されているが、自由脱退の
場合に限り、定款で定める範囲内で、一
時取得が認められている。

4

商法上の株式会社と同様に、事業報告書
の総(代)会承認を不要とし、報告事項と
すること。（商法第２８１条では、営業
事業報告書の総（代）会承認制の廃止 報告書を作成し取締役会の承認を受ける
ことが規定されており、さらに第２８３
条において総会に報告することが定めら
れている）

事業報告書は、商法上の会社の営業報告
書と同様に信用組合の事業運営に関する
事実を記載するものであり、承認を要す
るものではない。

12

貸借対照表等の公告義務がないことが報
告事項とできない理由に挙げられてい
る。しかし、信用金庫法では銀行法と同
（信用金庫法の規制の撤廃）総（代）会
信金法で定める業務報告書を総代会の報
様に、貸借対照表等については法定開示 継続
業務報告書の総（代）会承認制の廃止 承認となっている業務報告書を報告事項
告事項とする。
項目として開示することとなっており、
とする。
商法で義務付けられている公告義務と同
等の効果がある。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

理事は附属明細書を通常総
（代）会に提出し、その内容を報
告しなければならない。
（注）銀行（株式会社）について
は、商法第283条により、総会の
招集通知に決算関係書類等の
謄本を添付すること及び貸借対
協金法第５条の
照表又はその要旨を公告するこ
４第１項、第７項
ととされている。信用金庫、信用
組合については、このような規
定がなく、これに代えて事業（業
務）報告書等の決算関係書類
（附属明細書を含む。）を通常総
会に提出し、その承認を受ける
こととなっている。

理事は附属明細書を通常総
（代）会に提出し、その内容を報
告しなければならない。
（注）銀行（株式会社）について
は、商法第283条により、総会の
招集通知に決算関係書類等の
謄本を添付すること及び貸借対
協金法第５条の
照表又はその要旨を公告するこ
４第１項、第７項
ととされている。信用金庫、信用
組合については、このような規
定がなく、これに代えて事業（業
務）報告書等の決算関係書類
（附属明細書を含む。）を通常総
会に提出し、その承認を受ける
こととなっている。

中企法第３３条

定款において、主たる事務所だ
けではなく、従たる事務所も絶
対記載事項となっている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

株式会社では、総会の招集通
知に決算関係書類等の謄本を
添付すること、貸借対照表又は
その要旨を公告することとされ
ているが、協同組織金融機関に
はこのような規定がなく、これに
代わるものとして附属明細書を
通常総会へ報告することとなっ
ている。なお、本制度は平成13
年の銀行法等の改正により、総
（代）会での承認から報告に緩
和されたところであり、更なる緩
和の可能性について、会員の権
利保護等の観点から検討が必
要である。

Ⅰ

株式会社では、総会の招集通
知に決算関係書類等の謄本を
添付すること、貸借対照表又は
その要旨を公告することとされ
ているが、協同組織金融機関に
はこのような規定がなく、これに
代わるものとして附属明細書を
通常総会へ報告することとなっ
ている。なお、本制度は平成13
年の銀行法等の改正により、総
（代）会での承認から報告に緩
和されたところであり、更なる緩
和の可能性について、会員の権
利保護等の観点から検討が必
要である。

Ⅰ

協同組織金融機関の定款にお
いては、会員等の相互扶助等を
目的とする金融機関としての特
性から、商法よりも具体的な記
載事項が要求されている。従た
る事務所についての記載は、会
員が利用する施設を定める意
味で、会員資格、地区等と並ん
で協同組織における基本的事
項とされてきたものであり、商法
と同様の取扱いとすることにつ
いては、定款自治の観点から慎
重な検討が必要である。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

z0300073

金融庁

附属明細書の総（代）会への報告の廃
止

5037

50370005

11

社団法人全国信用組合中央協
会

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

附属明細書の総（代）会への報告の廃 商法上の株式会社と同様に、附属明細書
止
の総(代)会への報告を不要とすること。

z0300073

金融庁

附属明細書の総（代）会報告の廃止

5059

50590013

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

13

附属明細書の総（代）会報告の廃止

株式会社の附属明細書の取扱いは、商法
第２８１条で取締役会の承認事項とし、
（信用金庫法の規制の撤廃）附属明細書
同法第２８３条では定時総会の承認・報
を総（代）会の報告対象計算書類から除
告の対象とはなっていない。そこで、信
く。
用金庫においても株式会社と同様の取扱
いとする。

z0300074

金融庁

定款への従たる事務所の記載の廃止

5037

50370006

11

社団法人全国信用組合中央協
会

6

定款への従たる事務所の記載の廃止

商法第１６６条第１項第８号と同様に主
たる事務所のみの記載とすること。

46/102

要望理由

商法第２８１条では、付属明細書を作成
し取締役会の承認を受けることが規定さ
れているが、同第２８３条では総会報告
事項として定められていない。

信用金庫は、商法特例法で定める「大会
社」と同様に、会計士監査、常任監事の
設置といった同じ組織構造を法的に義務
付けられているとともに、決算承認手続
においても何ら変わりがない。このよう 継続
に、附属明細書の取扱いにあたって、信
用金庫と株式会社とで異にする積極的理
由はなく、また協同組織性からも導くこ
とができないものである。

中企法第３３条では、事務所の所在地に
ついて定款の絶対必要事項として規定さ
れているが、商法第１６６条第１項第８
号では主たる事務所のみの記載とされて
いる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

中企法第３３条

制度の現状

定款において、主たる事務所だ
けではなく、従たる事務所も絶
対記載事項となっている。

信用組合は、その事務所（代
理店の事務所を含む）の所在地
又は設置場所の特殊事情によ
協金法施行規則 り、「午前９時から午後3時」と異
第８条、第１６条 なる業務取扱時間とする必要が
第１項第７号、第 ある場合（午前9時から午後3時
１６条第４項
が確保されている場合を除く）、
当該事務所について業務時間
変更の届出を行ったうえで時間
の変更を行う。

信用組合は、内閣総理大臣の
設立の認可を受けようとすると
きは、申請書に業務方法書を添
協金法第３条第 付して提出しなければならない。
１項第８号
業務の種類又は方法を変更しよ
うとするときは、内閣総理大臣
の認可を受けなければならな
い。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

協同組織金融機関の定款にお
いては、会員等の相互扶助等を
目的とする金融機関としての特
性から、商法よりも具体的な記
載事項が要求されている。従た
る事務所についての記載は、会
員が利用する施設を定める意
味で、会員資格、地区等と並ん
で協同組織における基本的事
項とされてきたものであり、商法
と同様の取扱いとすることにつ
いては、定款自治の観点から慎
重な検討が必要である。

Ⅲ

業務取扱時間は協金法施行
規則により午前9時から午後3時
と規定され、この時間を確保す
ることができる営業時間の延長
等については届出の必要はな
い。
施行規則により規定される午
前9時から午後3時については、
利用者の利便などから最低限
確保する趣旨をもって定めら
れ、その時間帯の営業を確保で
きない場合、営業時間の変更を
店頭において掲示することとさ
れており、利用者への周知状況
など監督当局として事前に把握
する必要があるが、銀行の店舗
の営業時間規制の見直しを踏
まえ、今後検討を行うこととす
る。

Ⅰ

業務方法書は、信用組合が実
際に行う業務についての基本的
な内容を定めたものであり、監
督の手段として必要なものであ
るが、協同組織金融機関の特
性等に留意しつつ、業務方法書
のあり方について検討する。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

z0300074

金融庁

定款への従たる事務所の記載の廃止

5059

50590029

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

29

定款への従たる事務所の記載の廃止

（信用金庫法の規制の撤廃）定款の絶対 信用金庫の本店（主たる事務所）のみ
的記載事項を見直す。
を、定款の絶対必要記載事項とする。

事務所を定款の絶対的必要記載事項とす
るのは、会員による自治によって事務所
を設定すべきであるとの趣旨である。し
かし、市場原理に基づく監督行政が行わ
れるようになった現在では、出店、廃
店、統合を迅速にすすめることができな
い等、これまでの法益を守ることによる
弊害が生じてきている。また、絶対的必 継続
要記載事項とせずとも、会員をメンバー
シップとする協同組織である限り、実質
的に会員のニーズを無視した店舗政策は
あり得ない。したがって店舗政策は、会
員から経営陣に委託している範囲内で経
営の自由度を高めたほうが、会員のニー
ズにそう経営ができるものと考える。

z0300075

金融庁

業務取扱い時間変更届出の簡素化

5037

50370008

11

社団法人全国信用組合中央協
会

8

業務取扱い時間変更届出の簡素化

インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱い時間変更届出
については、届出不要、もしくは半期ご
との一括届出の対象とすること。

インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱い時間の変更に
弾力的に対応できるようにするため。

業務方法書の廃止

業務方法書は、規制監督の手段として協
同組織金融機関に限り設けられた制度で
ある。金融機関に対する規制監督のあり
方が、各金融機関の自己責任原則の観点
から、事前調整型から事後監視型に移行
した現状にあって、業務方法書を存続さ
せる必要性は乏しいため、これを廃止す
ること。

業務方法書は、規制監督の手段として協
同組織金融機関に限り設けられた制度で
ある。金融機関に対する規制監督のあり
方が、各金融機関の自己責任原則の観点
から、事前調整型から事後監視型に移行
した現状にあって、業務方法書を存続さ
せる必要性は乏しいため。

z0300076

金融庁

業務方法書の廃止

5037

50370009

47/102

11

社団法人全国信用組合中央協
会

9

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信用金庫は、内閣総理大臣の
設立の認可を受けようとすると
きは、申請書に業務方法書を添
付して提出しなければならない。
信用金庫法第31
業務の種類又は方法を変更しよ
条
うとするときは、内閣総理大臣
の認可を受けなければならな
い。

全国信用協同組合連合会にお
ける会員以外の者に対する貸
付限度は、中小企業等協同組
合法施行令において規定されて
いるが、他の協同組織金融機関
中企法第9条の9 の連合会である信金中央金庫
中企法施行令第 及び全国労働金庫連合会は、
8条
それぞれの根拠法令である信
用金庫法施行令及び労働金庫
法施行令では規定されておら
ず、「業務方法書」の「業務の方
法」にそれぞれの経営実態等に
照らし合わせて定めている。

中小企業等協同
組合法第９条の
９、中小企業等
協同組合法によ
る信用協同組合
及び信用協同組
合連合会の事業
に関する内閣府
令１条の２

全国信用協同組合連合会の会
員のために行う債務の保証は
認められているが、会員以外の
者に行う債務の保証は認められ
ていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

業務方法書は、信用金庫が実
際に行う業務についての基本的
な内容を定めたものであり、監
督の手段として必要なものであ
るが、協同組織金融機関の特
性等に留意しつつ、業務方法書
のあり方について検討する。

Ⅰ

信用協同組合連合会は、他の
協同組織金融機関である信用
金庫や労働金庫のように当該
金庫を会員として組織する連合
会という形態をとっておらず、会
員たる組合の種類のいかんに
かかわらず、連合会自体の事業
として金融事業のみを行う連合
会という法的枠組みとなってお
り、立法の経緯や他の協同組織
連合会への影響等に留意しつ
つ、慎重な検討が必要である。

Ⅲ

全国信用協同組合連合会の会
員以外の者に対する債務保証
又は手形の引受けの取扱いに
ついては、全国信用協同連合会
の経営の健全性の実態や当該
業務に対するニーズ、他の協同
組織金融機関の連合会の業務
を横並びなどを把握しながら慎
重な検討を行う。

その他

管理コード

z0300077

z0300078

z0300079

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

業務方法書の廃止

全国信用協同組合連合会の会員以外
の者に対する貸付限度にかかる規定
の変更

全国信用協同組合連合会の会員以外
の者に対する債務保証又は手形の引
受けの取扱い

要望
管理番号

5059

5037

5037

要望事項
管理番号

50590044

50370011

50370012

48/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用組合中央協
会

社団法人全国信用組合中央協
会

要望
事項番号

44

11

12

要望事項
（事項名）

業務方法書の廃止

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

業務方法書は、規制監督の手段として協
同組織金融機関に限り設けられている制
度である。また、金融機関に対する規制
（信金法の規制の撤廃）信用金庫法で定 信用金庫法で定める業務方法書を廃止す 監督のあり方が、各金融機関の自己責任
継続
原則の観点から、当局指導型から事後監
める業務方法書を廃止する。
る。
視型に移行しているなかにあって、現状
では業務方法書を存続させる必要性は乏
しいため、これを廃止する。

全国信用協同組合連合会の会員以外の者
全国信用協同組合連合会の会員以外
に対する貸付限度の定めを根拠法である
の者に対する貸付限度にかかる規定
中小企業等協同組合法の規定から削除す
の変更
る。

全国信用協同組合連合会における会員以
外の者に対する貸出限度は、根拠法であ
る中小企業等協同組合法において規定さ
れているものの、他の系統中央金融機関
である信金中央金庫および労働金庫連合
会は、それぞれの根拠法である信用金庫
法、労働金庫法に規定されておらず、
「業務方法書」の「業務の方法」にそれ
ぞれの経営実態等に照らし合わせ定めら
れている。

全国信用協同組合連合会の会員以外の者
全国信用協同組合連合会の会員以外 に対する債務保証又は手形の引受けの定
の者に対する債務保証又は手形の引 めを「中小企業等協同組合法による信用
協同組合及び信用協同組合連合会の事業
受けの取扱い
に関する内閣府令」の規定に追加する。

①中小企業等協同組合法において、全国
信用協同組合連合会の会員以外の者に対
する資金の貸付、手形の割引について
は、会員に対する資金の貸付等を妨げな
い限度において行わなければならなく、
また、これを行う場合、当局の認可が必
要であり、全国信用協同組合連合会の会
員以外の者に対する貸付先は、国、公共
法人、公益法人、証券取引所に上場され
ている株式会社などが認可されている。
②債務の保証、手形の引受けは、会員の
ためやその他内閣府令（国民生活金融公
庫等の業務の代理として行う債務の保
証、外国為替取引に伴って行う債務の保
証又は手形の引受け、子会社に対する債
務の保証又は手形の引受け、会員である
信用協同組合の組合員のためにする債務
の保証又は手形の引受け）で定められて
いるものの、会員以外の者に対する貸付
として認可されている先への債務の保証
又は手形の引受けは認められていない。
これに対して、他の系統中央機関である
信金中央金庫においては、会員以外の者
に対する貸付として認可されている先に
対しても債務保証等が可能となってい
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

中小企業等協同組合法第９条
の２第１項３号の規定等に基づ
中小企業等協同 き、協同組合等が行う共済契約
については、信用組合の窓口で
組合法
募集の取扱いをすることはでき
ない。

信用組合が証券取引法第65条
の2に定める証券業務を行うと
する場合には、協金法第3条第2
項に基づき業務の内容及び方
法を定めて、内閣総理大臣の認
可を受けなければならない。ま
協金法第3条第2
た、当該認可を受けた業務の内
項
容及び方法を変更しようとする
ときも同様とされている。
（注）証券取引法においては、平
成10年6月に上記業務は認可制
から登録制に変更となった。

信用金庫が証券取引法第65条
の2に定める証券業務を行うと
する場合には、信用金庫法第53
条第6項に基づき業務の内容及
び方法を定めて、内閣総理大臣
の認可を受けなければならな
信用金庫法第53 い。また、当該認可を受けた業
条第9項、第11項 務の内容及び方法を変更しよう
とするときも同様とされている。
（注）証券取引法においては、平
成10年6月に上記業務は認可制
から登録制に変更となった。

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

Ⅰ

事業協同組合が行う共済事業
については、原則会員に対し行
うものであり、会員以外の第三
者に共済商品の募集行為は認
められていない。このことから、
そもそも募集することができない
商品に対し、信用組合の窓口で
共済商品は取り扱うことはでき
ない。

z0300080

金融庁

中小企業等協同組合法を設立根拠と
する組合が行う共済商品を窓口で取扱
うことについて

5037

50370016

11

社団法人全国信用組合中央協
会

16

中小企業等協同組合法第９条の２第１項
中小企業等協同組合法を設立根拠と
３号の規定等に基づき、協同組合等が行
する組合が行う共済商品を窓口で取扱
う共済契約について、信用組合の窓口で
うことについて
募集の取扱いができるようにすること。

協同組合等が行う生命共済等の共済事業
は、これと類似する保険が、保険業法に
より信用組合において販売できるにも拘
らず 信用組合が生命共済等共済商品を
窓口で取扱うことができないため。

Ⅰ

銀行においては平成13年に当
該業務内容方法書及びその認
可を廃止していることから、信用
金庫についても取扱いを検討す
る必要がある。
なお、検討に当たっては、当該
業務によるリスクが協同組織金
融機関の業務の健全性に与え
る影響及び当該業務の内容確
認についての監督上の必要性
等を勘案する必要がある。

z0300081

金融庁

協金法（信金法）に基づく業務内容方法
書の廃止

5037

50370017

11

社団法人全国信用組合中央協
会

17

協金法上の業務内容方法書を独立させて
協金法に基づく業務内容方法書の廃止 存在させる必要は乏しいので、これを廃
止すること。

証券業務に関する業務内容方法書には、
協金法に基づく業務内容方法書と証取法
に基づく業務内容方法書の２種類があ
り、前者の内容は後者の内容に包含され
ている。

Ⅰ

銀行においては平成13年に当
該業務内容方法書及びその認
可を廃止していることから、信用
金庫についても取扱いを検討す
る必要がある。
なお、検討に当たっては、当該
業務によるリスクが協同組織金
融機関の業務の健全性に与え
る影響及び当該業務の内容確
認についての監督上の必要性
等を勘案する必要がある。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

z0300081

金融庁

協金法（信金法）に基づく業務内容方法
書の廃止

5059

50590034

49/102

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

34

要望事項
（事項名）

信用金庫法に基づく証券業務に関する
業務内容方法書の廃止

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

信用金庫が国債等の募集の取扱い業務の
認可又は有価証券に係る引受け、募集若
しくは売出しの取扱い、売買その他の業
務の認可を受けようとするときに、当該
業務の内容及び方法を記載した書類（業
務内容方法書）を定めて認可申請書に添
付することは不要とする。

要望理由

信用金庫が証券取引法第６５条第２項に
定める証券業務を行おうとするときは、
信用金庫法上の認可のほかに、証券取引
法上の登録申請書に業務内容方法書等を
添付して内閣総理大臣の登録を受けるこ
ととされており（認可又は変更届出もあ 継続
り）、証券取引法に基づく業務内容方法
書に信用金庫法に基づく業務内容方法書
の内容は包含されていることから、信用
金庫法に基づく業務内容方法書を存置さ
せる必要性はない。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

協金法第６条で
準用する銀行法
第２１条
協金法施行規則
第１２条の２から
第１２条の４
金融再生法第６
条、第７条
金融再生委員会
規則第２条から
第６条

制度の現状

協金法に基づくリスク管理債権
（貸出金のみ）と、金融再生法に
基づく資産査定の対象債権（総
与信）の両者を当局宛報告・開
示している。

証券会社は、第２条第８項各号
に掲げる業務のほか、第３４条
証券取引法第３
第１項に掲げる業務その他の証
４条第１項
券業に付随する業務を営むこと
ができる。

・人事院規則814
・15.5.1人企-345
ハローワークやホームページ、
人事院事務総局
また必要に応じ新聞を活用し募
人材局企画課長
集を行っている。
通知「非常勤職
員の適切な採用
について」

措置の 措置の
分類
内容

c

a

-

措置の概要
（対応策）

リスク管理債権は米国ＳＥＣ基
準と同様の基準に従って分類さ
れ、時系列でも比較的長い期間
把握可能となものであるが、金
融再生法開示債権は、「金融再
生プログラム」における主要行
の不良債権比率の半減（１４年
３月末（８．４％）からの半減）目
標の基準となっており、これを元
に、各般の取組みが進められて
いるところである。
両者の差異は縮小しているもの
の、現在、本年度末までの不良
債権問題の終結を目指してより
強固な金融システムの構築に
向けて取り組んでいるところで
あり、充実したディスクロー
ジャーは欠かせないとの観点か
ら現時点での措置は困難。

顧客の株式配当金の代理受領
業務を証券会社の付随業務とし
て解釈する。（注）証券会社がそ
の顧客の配当金を代理して受
領する範囲に限る（違う会社の
顧客については不可）。

非常勤職員の採用にあたって
は、人事院規則等に基づき、ハ
ローワークやホームページ、ま
た必要に応じ新聞を活用し募集
を行うなど、非常に厳しい予算
の制約の中、費用対効果を勘
案しつつ適正に対応している。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

z0300082

金融庁

協金法に基づくリスク管理債権の開示
と金融再生法に基づく資産査定の開示
の一本化

5037

50370022

11

社団法人全国信用組合中央協
会

22

z0300083

z0300084

金融庁

全省庁

証券会社口座における株式配当金の
受領について

非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

5038

5044

50380001

50440016

50/102

11

11

日本証券業協会

社団法人全国求人情報協会

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

協金法に基づくリスク管理債権の開示 協金法に基づくリスク管理債権の開示と
と金融再生法に基づく資産査定の開示 金融再生法に基づく資産査定の開示を一
本化すること。
の一本化

協金法に基づくリスク管理債権と、金融
再生法に基づく資産査定とでは、開示の
対象となる債権とその開示基準が異なっ
ており、事務上煩雑であるとともに、わ
かりにくい開示内容となっている。

1

証券会社口座における株式配当金の
受領について

証券会社の顧客が、証券会社の口座にお
いて株式配当金が受け取ることができる
よう、「顧客の株式配当金の代理受領業
務」を証券会社が営むことのできる業務
として位置付けて欲しい。

上場会社の株主が株式配当金の受取り場
所として銀行口座を指定し、当該銀行口
座を経由して銀行に開設する証券会社の
口座に当該株式配当金に係る金銭が入金
されるスキームについては認められてい
る。
しかしながら、「株式配当金」を証券会
社で受領できるかどうか証券取引法上明
確になっていないため、このスキームに
おける証券会社の顧客口座で受領する金
銭は、発行会社から支払われる「株式配
当金」としてではなく、株式や投資信託
購入のために証券会社の銀行口座に入金
される金銭と同様のもの（＝有価証券の
売買に伴う前受け金）として取り扱われ
ている。
①公社債の元利金や証券投資信託の収益
分配金については、従来より証券会社の
兼業業務として認められ（別紙1参
照）、現在も証券取引法第34条の証券会
社の付随業務「その他証券業に付随する
業務」（別紙2参照）として解釈され、
有価証券の購入を前提とすることなく、
顧客の証券会社の口座でそれぞれ「元利
金」や「収益分配金」として受領できる
こと、②外国株式に係る配当金について
は顧客の証券会社口座で受領できる（別
紙3参照）ことからすると、国内株式に
かかる配当金を同様に取り扱ったとして
も投資家保護上問題になるとは考えられ
ず、顧客の利便性向上に資するものと考
える。

16

非常勤公務員の求人について、求職者に
対し広く募集機会を知らせるために、す
でに相当の実績がある求人メディアの活
非常勤公務員採用の際の民間求人情 用を図る。人員の採用部署に適当な募集
採用費用を予算化し、求人情報メディア
報事業者の活用
の活用を図る一方で、適正な求人情報メ
ディアを選別するための規程や業者登録
制度を整備する。

民間の求人情報事業が拡大・一般化する
中で、これを利用する求職者に公務員の
求人情報を提供することは、今まで以上
により公平な就職機会の拡大につなが
る。

その他
（特記事項）

・別紙1：「証券会社、
証券投資信託委託会社及
び証券投資顧問業者等の
監督等にあたって留意事
項について」（「事務ガ
イドライン」）
・別紙2：証券取引法
（抜粋）
・別紙3：「一般投資家
による外国証券投資の自
由化について」参考：株
式配当金自動受取サービ
スの概要
・参考：「株主配当金自
動受取サービス」の概要

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

銀行法第16条の
３、銀行法施行
規則第１７条の
６、（独占禁止法
第11条）

制度の現状

銀行又はその子会社は、国内
の会社の議決権については、合
算して、その基準議決権数（当
該国内の会社の総株主等の議
決権に百分の五を乗じて得た議
決権の数）を超える議決権を取
得し、又は保有してはならないと
している。

証券取引法第
166条、第167条 確定拠出年金制度において自
会社関係者等の 社株のみを投資対象とするファ
特定有価証券等 ンドを定期的に購入する場合
の取引規制に関 は、インサイダー規制の適用除
する内閣府令第
外とされていない。
6条、第8条

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第10条、平
成11年金融監督
庁告示第10号
第２条（平成11年
４月１日）、平成
14年金融庁告示
第33号（平成14
年３月29日）

・銀行の代理店において営む代
理業務は、預金、貸付、為替取
引、債務の保証又は手形の引
受け、国・地方公共団体・会社
等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、
貴金属その他の物品の保護預
り及び両替に限られている。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

a

措置の概要
（対応策）

Ⅰ
Ⅲ

銀行の子会社であるベンチャー
キャピタルによるベンチャービジ
ネス企業の議決権取得につい
ては、議決権取得制限の対象
外としている。また、有限責任投
資事業組合の議決権について
は有限責任組合員が議決権を
行使できる場合等を除き、議決
権取得制限の対象外としてい
る。しかしながら、銀行等による
一般事業会社の議決権の取得
については、銀行経営の健全性
確保の観点から銀行に他業禁
止が課せられている趣旨の徹
底を図るとともに、銀行の子会
社の範囲制限が逸脱されること
を回避するために制限を設けて
いる趣旨を踏まえると、銀行と
の資本関係により、ベンチャー
キャピタル及び有限責任組合を
当該制限の適用外とすることは
困難である。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

Ⅰ
Ⅲ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

その他

管理コード

z0300085

z0300086

z0300087

制度の
所管官庁

項目

金融庁、公正 銀行子会社VCについては、独禁法、銀
取引委員会 行法ともに５％ルールの対象外とする。

金融庁

金融庁

確定拠出年金における自社株ファンド
のインサイダー規制の適用除外

貸付の代理、媒介業務を行う銀行代理
店の事業法人への設置【新規】

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5047

50470002

11

日本ベンチャーキャピタル協
会

2

銀行法並びに独占禁止法で制限されてい
る国内の会社の議決権の取得及び保有の
銀行子会社VCについては、独禁法、銀 制限（いわゆる５％ルール）について銀
−
行法ともに５％ルールの対象外とする。 行子会社VC及び銀行子会社がGPとなって
いる有限責任組合は当該制限の適用外と
する。

銀行子会社VCについては、銀行との資本
関係により右記法令の制限に該当する
ケースが考えられ機動的な投資に制限が
課される虞があるため。

44

確定拠出年金制度において、自社株の
みを投資対象とするファンドを運用商品
として選択し、それが一定の計画に従い
継続的に行われる場合は、証券取引法第
166条第６項第８号及び同第167条第５項
確定拠出年金における自社株ファンド
第８号に該当するものとして、いわゆる
のインサイダー規制の適用除外
インサイダー規制の適用除外とすべきで
ある。
2004年度中に結論を得るとされている
金融審議会での検討を可能な限り前倒し
すべきである。

確定拠出年金制度を採用している企業
においては、自社株ファンドを運用商品
の選択肢に加えたいという要望がある。
しかし現行では、持ち株会や株式累積投
資においてインサイダー規制の適用除外
になっているものが、確定拠出年金制度
を利用すると適用除外の対象になってい
ない。
インサイダー規制の適用除外が明確と
なれば、証券市場の活性化にも資するも
のと予想される。

確定拠出年金制度にお
いて自社株のみを投資対
象とするファンドを定期
的に購入する場合、イン
サイダー規制の適用除外
にはなっていない。

金融機関及び保険会社以外の法人が、
貸付の代理、媒介業務を行う銀行代理 銀行の代理店として資金の貸付の代理
（又は媒介）業務を行う場合について
店の事業法人への設置【新規】
は、専業規制を緩和すべきである。

ハウスメーカー等に対して、住宅購入
（予定）者より、住宅ローンの相談がな
される事例等が多数存在するところであ
るが、銀行法施行規則に定める銀行の代
理店の専業規制により、当該法人を銀行
代理店とすることができず、顧客のニー
ズに迅速に対応できない。資金の貸付の
代理（又は媒介）業務を行う場合につい
て、銀行の代理店の専業規制を緩和する
ことにより、顧客のニーズに迅速に対応
することが可能となり、顧客の利便性の
向上に大いに資する。
なお、当該代理店において、金銭等の
取扱いを禁止することで、兼業による弊
害は防止し得るものと考える。

金融機関以外の法人が
銀行の代理店となる場合
には、銀行法施行規則第
９条の３第10号ハ（及び
第10条）において、「代
理業務を専ら営む法人で
あること」が求められて
いる。なお、2004年４月
１日付の銀行法施行規則
の改正により、保険会社
が銀行の代理店として資
金の貸付の代理業務を行
う場合には、当該専業規
制が緩和されたところで
ある。

5056

5056

50560044

50560141

51/102

11

11

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投 投資信託及び投資法人に関す
資法人に関する る法律には、投資信託の統合手
法律
続きに関する規定はない。

措置の 措置の
分類
内容

b

投資信託の受益権は、均等に
投資信託及び投 分割され、受益者は、信託の元
資法人に関する 本の償還及び収益の分配に関
法律第5条
して、受益権の口数に応じて均
等の権利を有する。

c

売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合に、譲渡禁止特約
の部分解除を実施。

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

投資信託の統合については、集
団投資スキームにおけるガバナ
ンス機能の強化や投資者保護
等に留意しつつ、検討する必要
がある。

その他

管理コード

z0300088

制度の
所管官庁

金融庁

項目

投資信託及び投資法人に関する法律
における投資信託の統合を可能とする
ための規定の新設【新規】

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560142

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

142

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

投資信託の統合を可能とするため、そ
投資信託及び投資法人に関する法律
における投資信託の統合を可能とする の基本理念、手続き等について、投信法
に規定を新設すべきである。
ための規定の新設【新規】

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

①同様の運用方針を有し、資産規模をあ
る程度有しているような他のファンドと
統合する手続きが法制化されれば、迅速
に統合を行うことが可能となりコスト削
減につながるとともに、受益者に新たな
選択肢を提供する機会が出来る。②先進
主要国においてファンド統合は一般的に
なっており、会社型ファンドが主流のア
メリカはもとより契約型ファンドが主体
のイギリスにおいても統合は頻繁に行わ
れている。
欧州大陸においても従来から統合が可能
であったルクセンブルク、フランスに続
いてドイツでも、改正法（2003年８月公
表、2004年春に施行）において統合が可
能になった。例えばイギリスでは、ファ
ンドを償還させるよりも他のファンドと
の統合について監督官庁から促される
ケースもあり、「経済的理由（economic
reason、economic scale）」が投資家の
ため、運用会社のためになると支持され
ている。

現行の投信法には投資
信託の統合手続きに関す
る規定がないため、ファ
ンドの資産規模が縮小し
当初の目的を達成できな
くなった場合、現実に
は、投資主総会の決議を
経て信託期間を変更する
ことにより繰上げ償還を
行うほかに手段がない。

投資信託及び投資法人
に関する法律において
は、「委託者指図型投資
信託の受益権は、均等に
分割し、その分割された
受益権は、受益証券を
もって表示しなければな
らない」（第５条第１
項）、「委託者指図型投
資信託の受益者は、信託
の元本の償還及び収益の
分配に関して、受益者の
口数に応じて均等の権利
を有するものとする」
（第５条第３項）と規定
されている。このため、
一つの投資信託において
信託報酬が異なる受益証
券（複数受益証券）を発
行することができない。

国の機関及び地方自治
体向けの金銭債権につい
ては、譲渡禁止特約が付
されているため、当該金
銭債権の証券化等を行う
ことができない。

-

投資信託は、投資者の資金を
集合して運用し、その成果を投
資者に分配する仕組みであり、
投資者間の公平性を確保する
観点から、措置困難。

z0300089

金融庁

複数受益証券の発行の容認【新規】

5056

50560143

11

(社)日本経済団体連合会
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複数受益証券の発行の容認【新規】

複数受益証券の発行を可能とすべきで
ある。

投資家のニーズが多様化し、様々な信
託報酬体系の投資信託が開発されてい
る。
現状では、信託報酬体系の異なるもの
については、別個に投資信託を設定する
必要があるが、株式会社の種類株式のよ
うに、同一の投資信託であっても信託報
酬が異なる種類の受益証券を発行するこ
とが可能となれば、目論見書の統一化等
様々な費用削減が可能となる。

-

平成１７年度からの債権譲渡禁
止特約の部分解除に向け、その
リスク等を引続き検討中。

z0300090

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新
規】

5056

50560144

11

(社)日本経済団体連合会

144

国・地方自治体向け金銭債権の証券化 すべての国の機関及び地方自治体にお
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新 いて、速やかに債権譲渡禁止特約を解除
すべきである。
規】

債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格
要件の障害となっている。このような状
況を改善するため、経済産業省などの一
部の国の機関においては、既に債権譲渡
禁止特約の解除が行われている。

52/102

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合に、譲渡禁止特約
の部分解除を実施。

貸金業者等は、内閣総理大臣
金融業者の貸付
の登録を受けなければ、社債の
業務のための社
発行その他の方法による貸付
債の発行等に関
資金の受入れをすることができ
する法律
ない。

貸金業者等は、内閣総理大臣
金融業者の貸付
の登録を受けなければ、社債の
業務のための社
発行その他の方法による貸付
債の発行等に関
資金の受入れをすることができ
する法律
ない。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

c

-

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

平成１７年度からの債権譲渡禁
止特約の部分解除に向け、その
リスク等を引続き検討中。

本法制定前は、出資法におい
て、貸金業者等が「社債名義」を
使って預金まがいの勧誘を行う
ことを防ぐため、貸金業者等が
貸付資金に充てる目的で社債
等を発行することが禁止されて
いたところ、本法の制定により社
債の購入者等の保護を図りつ
つ解禁するに至ったものであ
る。以上の経緯を踏まえ、社債
の購入者等の保護に資する観
点から、金融業者の貸付業務の
ための社債の発行等に関する
法律を廃止することは困難であ
る。

本法制定前は、出資法におい
て、貸金業者等が「社債名義」を
使って預金まがいの勧誘を行う
ことを防ぐため、貸金業者等が
貸付資金に充てる目的で社債
等を発行することが禁止されて
いたところ、本法の制定により社
債の購入者等の保護を図りつ
つ解禁するに至ったものであ
る。以上の経緯を踏まえ、社債
の購入者等の保護に資する観
点から、金融業者の貸付業務の
ための社債の発行等に関する
法律を廃止することは困難であ
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

z0300091

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
に関する債権譲渡禁止特約の解除

5086

50860034

11

z0300092

z0300092

金融庁

金融庁

金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止

金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止

5056

5086

50560146

50860003

53/102

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

(社)日本経済団体連合会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

34

146

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

各省庁及び地方自治体において、統一的
かつ早急に債権譲渡禁止特約の解除の対
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
象となる契約（リース契約等）及び譲渡
に関する債権譲渡禁止特約の解除
対象者の拡大（特定目的会社等）を望
む。

本年6月に同要望を提出したが、各省庁
の対応が異なり、統一的な対応が求めら
れる。

金融業者の貸付業務のための社債の発
行等に関する法律により貸金業者のみに
金融業者の貸付業務のための社債の 課せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
発行等に関する法律の廃止【新規】
する発行会社に対して一律的な制度を構
築すべきである。

貸金業者のみを社債発行の登録手続き
の規制対象とする合理的理由に乏しいと
考える。金融庁の回答では、「本法制定
前は、出資法において、貸金業者等が
「社債名義」を使って預金まがいの勧誘
を行うことを防ぐため、貸金業者等が貸
付資金に充てる目的で社債等を発行する
ことが禁止されていたところ、本法の制
定により社債の購入者等の保護を図りつ
つ解禁するに至ったものである。
以上の経緯を踏まえ、社債の購入者等の
保護に資する観点から、金融業者の貸付
業務のための社債の発行等に関する法律
を廃止することは困難である。」とされ
た。しかし、「ノンバンクに関する懇談
会」報告書（1997年５月）においては、
「社債を含む有価証券に係る投資家保護
は、証券取引法によるディスクロー
ジャーや公正取引ルールによるのが基
本」とされており、さらに「社債発行ノ
ンバンクに対するディスクロージャーの
義務づけについては、本来、証券取引法
で行うべきではあるが、･･･当面、暫定
的に、貸金業規制法等の他の法令で手当
てするのでもよいのではないか、との意
見があった。」と記されている。なお、
同法は1999年に施行されているが、附則
において見直し期間が施行後5年とされ
ており、見直しの時期となっている。

金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律により貸金業者のみに課
金融業者の貸付業務のための社債の せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
発行等に関する法律の廃止
する発行会社に対して一律的な制度を構
築することを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業と
して行うものではない貸付においても内在す
るリスクであり、金融業者の貸付業務に固有
なものではない。したがって、規制の目的が
投資家保護にあるのであれば、貸金業規制法
に規定する貸金業者等のみを規制の対象とす
る合理的な理由はない。本年６月、同要望に
対して、金融庁から「本法制定前は、出資法
において、貸金業者等が「社債名義」を使っ
て預金まがいの勧誘を行うことを防ぐため、
貸金業者等が貸付資金に充てる目的で社債等
を発行することが禁止されていたところ、本
法の制定により社債の購入者等の保護を図り
つつ解禁するに至ったものである。以上の経
緯を踏まえ、社債の購入者等の保護に資する
観点から、金融業者の貸付業務のための社債
の発行等に関する法律を廃止することは困難
である。」と従前と同様の回答が示された。
平成9年5月「ノンバンクに関する懇談会」報
告書 5.（2）「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」には、
「社債を含む有価証券に係る投資家保護は、
証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰや公正取引
ルールによるのが基本」としており、さらに
「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
の義務づけについては、本来、証券取引法で
行うべきではあるが、･･･＜省略＞･･･当面、
暫定的に、貸金業規正法等の他の法令で手当
てするのでもよいのではないか、との意見が
あった。」と「当面、暫定的に」と明記され
ている。上記措置困難の回答は、報告書の内
容に反するものであり、遺憾な回答である。
すでに法施行から5年が経過しており、見直
しの時期となっている。

その他
（特記事項）

貸金業者が社債を発行
する際は、金融業者の貸
付業務のための社債の発
行等に関する法律による
規制を受ける。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業者等は、内閣総理大臣
金融業者の貸付
の登録を受けなければ、社債の
業務のための社
発行その他の方法による貸付
債の発行等に関
資金の受入れをすることができ
する法律
ない。

資産の流動化に
特定目的会社の借入先は、「銀
関する法律第
行」及び「適格機関投資家」に制
150条の6、同法
限されている.
施行規則第41条

資産の流動化に
特定目的会社の借入先は、「銀
関する法律第
行」及び「適格機関投資家」に制
150条の6、同法
限されている.
施行規則第41条

措置の 措置の
分類
内容

c

b

b

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

本法制定前は、出資法におい
て、貸金業者等が「社債名義」を
使って預金まがいの勧誘を行う
ことを防ぐため、貸金業者等が
貸付資金に充てる目的で社債
等を発行することが禁止されて
いたところ、本法の制定により社
債の購入者等の保護を図りつ
つ解禁するに至ったものであ
る。以上の経緯を踏まえ、社債
の購入者等の保護に資する観
点から、金融業者の貸付業務の
ための社債の発行等に関する
法律を廃止することは困難であ
る。

特定目的借入は、他の特定資
産取得のための資金調達手段
（特定社債、優先出資等の証券
発行）と異なり、証取法が適用さ
れない等、より高度なリスク判
断・管理能力を要するものとなっ
ていることから、その対象を適
格機関投資家に制限しているも
の。
適格機関投資家については１５
年４月にその範囲を拡大する規
制緩和が行われ、有価証券報
告書を提出している内国会社
（貸金業者も含まれる）で貸借対
照表上の「有価証券」「投資有
価証券」の合計が100億円以上
（従来は500億円以上）のものも
適格機関投資家に含まれること
とされ、特定目的会社の特定目
的借入に応じることが可能と
なっている。
零細な個人業者が少なくない等
の貸金業者実態に鑑みれば、
特定目的借入先として必要なリ
スク判断・管理能力を備えてい
ない者も含まれており、引き続き
規制は必要。上記適格機関投
資家に関する規制緩和を踏まえ
た上でのニーズについて十分調
査した上で、１６年度中に検討・
結論
特定目的借入は、他の特定資
産取得のための資金調達手段
（特定社債、優先出資等の証券
発行）と異なり、証取法が適用さ
れない等、より高度なリスク判
断・管理能力を要するものとなっ
ていることから、その対象を適
格機関投資家に制限しているも
の。
適格機関投資家については１５
年４月にその範囲を拡大する規
制緩和が行われ、有価証券報
告書を提出している内国会社
（貸金業者も含まれる）で貸借対
照表上の「有価証券」「投資有
価証券」の合計が100億円以上
（従来は500億円以上）のものも
適格機関投資家に含まれること
とされ、特定目的会社の特定目
的借入に応じることが可能と
なっている。
零細な個人業者が少なくない等
の貸金業者実態に鑑みれば、
特定目的借入先として必要なリ
スク判断・管理能力を備えてい
ない者も含まれており、引き続き
規制は必要。上記適格機関投
資家に関する規制緩和を踏まえ
た上でのニーズについて十分調
査した上で、１６年度中に検討・
結論

その他

管理コード

z0300093

z0300093

z0300093

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

金融業者の貸付業務のための社債の
発行等に関する法律の廃止

資産流動化法の特定目的会社の借入
先制限の緩和

特定目的会社の借入先制限の緩和

要望
管理番号

5092

5056

5086

要望事項
管理番号

50920003

50560147

50860018

54/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オリックス株式会社

(社)日本経済団体連合会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

3

147

18

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律により貸金業者のみに課
金融業者の貸付業務のための社債の せらている社債発行の登録手続を廃止
し、証券取引法により、貸付債権を保有
発行等に関する法律の廃止
する発行会社に対して一律的な制度を構
築することを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業と
して行うものではない貸付においても内在す
るリスクであり、金融業者の貸付業務に固有
なものではない。したがって、規制の目的が
投資家保護にあるのであれば、貸金業規制法
に規定する貸金業者等のみを規制の対象とす
る合理的な理由はない。本年６月、同要望に
対して、金融庁から「本法制定前は、出資法
において、貸金業者等が「社債名義」を使っ
て預金まがいの勧誘を行うことを防ぐため、
貸金業者等が貸付資金に充てる目的で社債等
を発行することが禁止されていたところ、本
法の制定により社債の購入者等の保護を図り
つつ解禁するに至ったものである。以上の経
緯を踏まえ、社債の購入者等の保護に資する
観点から、金融業者の貸付業務のための社債
の発行等に関する法律を廃止することは困難
である。」と従前と同様の回答が示された。
平成9年5月「ノンバンクに関する懇談会」報
告書 5.（2）「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」には、
「社債を含む有価証券に係る投資家保護は、
証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰや公正取引
ルールによるのが基本」としており、さらに
「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
の義務づけについては、本来、証券取引法で
行うべきではあるが、･･･＜省略＞･･･当面、
暫定的に、貸金業規正法等の他の法令で手当
てするのでもよいのではないか、との意見が
あった。」と「当面、暫定的に」と明記され
ている。上記措置困難の回答は、報告書の内
容に反するものであり、遺憾な回答である。
すでに法施行から5年が経過しており、見直
しの時期となっている。

特定目的会社の借入先に、貸金業規制
資産流動化法の特定目的会社の借入
法に基づく貸金業者を追加すべきであ
先制限の緩和
る。

業として貸付を行う者に対して、投資家
と同様の措置により保護を与える合理的
な根拠はない。貸金業者にとっては、事
業機会の拡大に繋がるメリットがある。
「規制改革・民間開放推進３か年計画」
（2004年３月）においては、「貸金業者
資産流動化法の特定目
等による特定目的会社への貸付に対する
的会社の借入先は、銀行
ニーズについて調査を行い、結論を得る
及び適格機関投資家に制
（平成16年度中に検討・結論）」とされ
限されている。
た。
また、金融庁からは、「･･･適格機関投
資家に関する規制緩和を踏まえた上での
ニーズについて十分調査した上で、16年
度中に検討・結論」との回答が示されて
いる（2004年８月）。

特定目的会社の借入先制限の緩和

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資者
保護措置と同様の保護を与える根拠はない。
むしろ貸金業者にとっては事業機会の拡大に
繋がるメリットがある。本年6月、同要望に
対して金融庁から「特定目的借入は、他の特
定資産取得のための資金調達手段（特定社
債、優先出資等の証券発行）と異なり、証取
法が適用されない等、より高度なリスク判
断・管理能力を要するものとなっていること
から、その対象を適格機関投資家に制限して
いるもの。適格機関投資家については１５
年４月にその範囲を拡大する規制緩和が行わ
れ、有価証券報告書を提出している内国会社
（貸金業者も含まれる）で貸借対照表上の
「有価証券」「投資有価証券」の合計が100
億円以上（従来は500 億円以上）のものも適
ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に プレーヤーの増加により、資産流動化が 格機関投資家に含まれることとされ、特定目
的会社の特定目的借入に応じることが可能と
基づく貸金業者などを追加する措置が講 促進される。特に不良債権処理に貢献す なっている。零細な個人業者が少なくない等
るものと思われる。
ざれることを要望する。
の貸金業者実態に鑑みれば、特定目的借入先
として必要なリスク判断・管理能力を備えて
いない者も含まれており、引き続き規制は必
要。上記適格機関投資家に関する規制緩和を
踏まえた上でのニーズについて十分調査した
上で、１６ 年度中に検討・結論。」との回
答が示された。しかしながら、業として貸付
を行っている貸金業者がまさに本業の貸付を
行うことについて「必要なリスク判断・管理
能力を備えていない者も含まれている。」と
いう基本認識は妥当とは思われない。また、
ニーズというものは制度が変わることで生ま
れることもあり、現段階におけるニーズの有
無を判断したうえで制度改正の必要性を見極
めるのではなく、規制の必要性がないのであ
れば、規制をなくす、あるいは緩和するとい
う考え方を採るべきではないかと思われる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

資産の流動化に
特定目的会社の借入先は、「銀
関する法律第
行」及び「適格機関投資家」に制
150条の6、同法
限されている.
施行規則第41条

貸金業規制法は、全ての貸金
貸金業の規制等 業者に対し、資金需要者等の属
に関する法律 性や規模の如何に関わらず、一
律に適用される。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

Ⅲ

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

特定目的借入は、他の特定資
産取得のための資金調達手段
（特定社債、優先出資等の証券
発行）と異なり、証取法が適用さ
れない等、より高度なリスク判
断・管理能力を要するものとなっ
ていることから、その対象を適
格機関投資家に制限しているも
の。
適格機関投資家については１５
年４月にその範囲を拡大する規
制緩和が行われ、有価証券報
告書を提出している内国会社
（貸金業者も含まれる）で貸借対
照表上の「有価証券」「投資有
価証券」の合計が100億円以上
（従来は500億円以上）のものも
適格機関投資家に含まれること
とされ、特定目的会社の特定目
的借入に応じることが可能と
なっている。
零細な個人業者が少なくない等
の貸金業者実態に鑑みれば、
特定目的借入先として必要なリ
スク判断・管理能力を備えてい
ない者も含まれており、引き続き
規制は必要。上記適格機関投
資家に関する規制緩和を踏まえ
た上でのニーズについて十分調
査した上で、１６年度中に検討・
結論

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

z0300093

金融庁

特定目的会社の借入先制限の緩和

5092

50920018

11

オリックス株式会社

18

特定目的会社の借入先制限の緩和

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資者
保護措置と同様の保護を与える根拠はない。
むしろ貸金業者にとっては事業機会の拡大に
繋がるメリットがある。本年6月、同要望に
対して金融庁から「特定目的借入は、他の特
定資産取得のための資金調達手段（特定社
債、優先出資等の証券発行）と異なり、証取
法が適用されない等、より高度なリスク判
断・管理能力を要するものとなっていること
から、その対象を適格機関投資家に制限して
いるもの。適格機関投資家については１５
年４月にその範囲を拡大する規制緩和が行わ
れ、有価証券報告書を提出している内国会社
（貸金業者も含まれる）で貸借対照表上の
「有価証券」「投資有価証券」の合計が100
億円以上（従来は500 億円以上）のものも適
ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に プレーヤーの増加により、資産流動化が 格機関投資家に含まれることとされ、特定目
的会社の特定目的借入に応じることが可能と
基づく貸金業者などを追加する措置が講 促進される。特に不良債権処理に貢献す なっている。零細な個人業者が少なくない等
るものと思われる。
ざれることを要望する。
の貸金業者実態に鑑みれば、特定目的借入先
として必要なリスク判断・管理能力を備えて
いない者も含まれており、引き続き規制は必
要。上記適格機関投資家に関する規制緩和を
踏まえた上でのニーズについて十分調査した
上で、１６ 年度中に検討・結論。」との回
答が示された。しかしながら、業として貸付
を行っている貸金業者がまさに本業の貸付を
行うことについて「必要なリスク判断・管理
能力を備えていない者も含まれている。」と
いう基本認識は妥当とは思われない。また、
ニーズというものは制度が変わることで生ま
れることもあり、現段階におけるニーズの有
無を判断したうえで制度改正の必要性を見極
めるのではなく、規制の必要性がないのであ
れば、規制をなくす、あるいは緩和するとい
う考え方を採るべきではないかと思われる。

z0300094

金融庁

貸金業規制法の抜本的見直し

5056

50560152

11

(社)日本経済団体連合会

152

貸金業規制法の抜本的見直し【新規】

貸金業制度のあり方の見直しについ
て、早急に検討のための審議の場を設定
すべきである。

2003年８月に改正された貸金業規制法
貸金業者が貸金業務を
附則第12条第１項において、施行後３年
行う際、貸金業規制法の
を目途とする貸金業制度のあり方の見直
規制が課される。
しが規定されている。

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1
項に規定された施行後3年を目途とする
貸金業制度のあり方の見直しについて、
早急に検討のための審議の場を設定する
ことを要望する。②銀行等がシンジケー
トローンのエージェントとなり、貸金業
者が貸付人として参加する場合におけ
る、貸金業者の貸金業規制法の適用除外
を要望する。③貸金業者間の貸金取引に
ついては貸金業規制法の適用除外を要望
する。

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1
項に規定された施行後3年を目途とする
貸金業制度のあり方の見直しについて、
早急に検討のための審議の場を設定する
ことを要望する。②銀行等のエージェン
トに対し、銀行法等他の法令により、よ
り厳格な業務に対する監督が行われてい
る場合には、単に参加貸付人として参加
する貸金業者に貸金業規制法の規制を課
す必要性は認められない。また、参加貸
付人は原則として借入人と接触すること
は想定されていないため、貸金業規制法
の規定の一部を遵守することは困難であ
る。③貸金業者間の貸金取引について
は、宅地建物取引業法（第78条第2項）
に倣い、貸金業規制法の適用除外とすべ
きである。

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

貸金業規制法は、全ての貸金
貸金業の規制等 業者に対し、資金需要者等の属
に関する法律 性や規模の如何に関わらず、一
律に適用される。

b

※（措
置の
概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他
（特記事項）

z0300094

金融庁

貸金業規制法の抜本的見直し

5086

50860005

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

55/102

11

社団法人リース事業協会

5

貸金業規制法の抜本的見直し等

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法は、全ての貸金
貸金業の規制等 業者に対し、資金需要者等の属
に関する法律 性や規模の如何に関わらず、一
律に適用される。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300094

金融庁

項目

貸金業規制法の抜本的見直し

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5092

50920005

11

要望主体名

オリックス株式会社

要望
事項番号

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1項
に規定された施行後3年を目途とする貸
金業制度のあり方の見直しについて、早
急に検討のための審議の場を設定するこ
とを要望する。

昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1項
に規定された施行後3年を目途とする貸
金業制度のあり方の見直しについて、早
急に検討のための審議の場を設定するこ
とを要望する。

資産対応証券の発行時において、特定
資産の譲渡人（オリジネイター）が自ら
資産対応証券の募集等を行わない場合に
資産対応証券の募集取扱要件の緩和
は、特定目的会社の取締役又は使用人が
資産対応証券の募集等を可能とすべきで
ある。

特定目的会社の取締役又は使用人が、
当該資産対応証券の発行時において、資
産対応証券の募集等ができれば、事業の
促進とコストの削減につながり、より一
層投資家利益に資することとなる。
2004年８月の金融庁の回答において
は、「本規制は、発行証券の担保となる
資産の取得が行われる見込みのないまま
証券が発行されるという詐欺的行為を防
止するため、特定目的会社の取締役等に
よる募集を禁止し、第三者たる証券会社
等による証券募集を義務付けることによ
り、スクリーニング機能の作用を期待し
ているものであり、投資家保護の観点か
ら維持すべき」とされている。しかし、
特定目的会社の取締役等は、資産対応証
券の募集後も、流動化計画の終了まで事
業に継続的に関与するものである。した
がって、投資家に対して詐欺的行為を行
いにくいと考える。

特定目的会社の資産対
応証券は証券取引法上の
有価証券であり、原則、
証券業者による募集・販
売等が義務付けられてい
る。例外的に特定資産の
譲渡人が届出後に募集等
を行う場合のみ、証券取
引法の適用除外となって
いる。しかし、特定目的
会社の取締役又は使用人
は資産対応証券を募集で
きない。

特定目的会社において土地を取得し不
動産開発を行う「開発型証券化」を行う
場合、締結済みの工事請負契約に代え
て、プロジェクトマネジメント契約書等
の請負契約に準ずる契約書の添付を認め
るべきである。

特定目的会社において開発型証券化を
行う場合、特定目的会社による土地取得
前に、建築確認を経て予定建築物が確定
し、工事請負契約の締結を完了すること
は困難な場合が多く、開発型証券化の阻
害要因になっている。投資家による出資
の時期を、例えば、土地相当額について
は特定目的会社による土地の取得後、建
築工事費相当額については請負契約締結
後などとすれば、投資家保護も図られる
と考える。
また、「規制改革推進３か年計画（再
改定）」（2003年３月閣議決定）におい
ても、「資産流動化を促進する観点か
ら、資産流動化計画書、業務開始届出に
係る添付書類の弾力化・簡略化を図るこ
とについて所要の措置を講ずるととも
に、引き続き検討する」（2003年度中検
討）とされている。

資産流動化法に基づく
特定目的会社において、
土地を取得し、不動産開
発を行う場合、特定目的
会社の業務開始届出の添
付書類として、締結済み
の工事請負契約書が必要
とされている。

貸金業規制法の抜本的見直し

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

特定目的会社の取締役又は使
資産の
用人が、当該特定目的会社の
流動化に関する 発行する資産対応証券の募集
法律第150条の2 等を行うことは禁止されている。

資産の流動化に
関する法律第3
条第3項第3号、
同施行規則第7
条、

特定目的会社が開発により特
定資産を取得する場合は、業務
開始届出書の添付書類の一つ
として当該開発に係る契約書と
して請負契約書の提出が実務
上求められる。

c

c

Ⅰ

Ⅲ

本規制は、発行証券の担保とな
る資産の取得が行われる見込
みのないまま証券が発行される
という詐欺的行為を防止するた
め、特定目的会社の取締役等
による募集を禁止し、第三者た
る証券会社等による証券募集を
義務付けることにより、スクリー
ニング機能の作用を期待してい
るものであり、投資家保護の観
点から維持すべき。

開発型流動化案件の場合も、
開発工事の結果、SPCが取得
することになる資産（建物等）の
権利・義務関係、仕様等につい
て確定していて、それが確実に
SPCに取得されることが確保さ
れていることが、投資家保護の
観点から必要であり、これを証
憑する書類として「工事請負契
約」の提出を求めているところ。
一般に、プロジェクトマネジメン
ト契約証書と呼ばれる書面は、
当該プロジェクトの概要を大枠
で契約したものにすぎず、「工事
請負契約」の代用として法施行
規則第７条1項２号の「開発によ
り特定資産を取得する場合は、
当該開発にかかる契約または
その予約」と認めることは、投資
家の保護に欠け、適当でない。

z0300095

z0300097

金融庁

金融庁

資産対応証券の募集取扱要件の緩和

資産流動化法における業務開始届出
時の添付書類の簡素化

5056

5056

50560153

50560158

56/102

11

11

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

153

158

資産流動化法における業務開始届出
時の添付書類の簡素化

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投
資法人に関する
登録投資法人は、同一の法人
法律第194条
の発行済株式総数の2分の1を
投資信託及び投
超える株式を取得してはならな
資法人に関する
い。
法律施行規則第
142条

貸金業規制法第18条第1項では
貸金業の規制等
債務弁済時における債務者・保
に関する法律第
証人に対する貸金業者の書面
18条
交付義務を規定している。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

-

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

投資法人による他の法人の支
配を禁止したものであり、措置
困難。

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300098

金融庁

z0300099

金融庁

項目

投資法人による同一法人の株式取得
制限の緩和 【新規】

貸金業規制法に基づく受取証書交付義
務の見直し【新規】

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5056

50560159

11

5056

50560160

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

159

160

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資法人による同一法人の発行済株式
の取得制限を緩和すべきである。

投資法人にとって、投資の選択肢が拡
投資法人は、同一法人
大する。また、流動化ビークルにとっ
て、ニーズのある投資家に対して証券化 の発行済株式総数の2分
商品の発行を拡大することが可能とな の1を超える株式を取得
り、より円滑な資産流動化にもつなが することができない。
る。

弁済をした者の請求があった場合に限
貸金業規制法に基づく受取証書交付義 り受取証書の交付義務を負う弁済とし
て、コンビニエンスストアでの弁済を付
務の見直し【新規】
け加えるべきである。

コンビニエンスストアでの弁済は、債
務者にとって利便性が高い。また、コン
ビニエンスストアでは公共料金の入金も
一般的に行われており、弁済をした者の
請求があった場合に受取証書を交付する
こととしても、問題はないと考える。

貸金業者は債務者から
弁済を受けた場合、債務
者に対して受取証書を交
付する必要がある。ただ
し、預金又は貯金の口座
に対する払い込みその他
内閣府令で定める方法に
より弁済を受ける場合
は、当該弁済をした者の
請求があった場合に限
り、交付義務を負うこと
とされている。

保険会社の付随業務として、既に銀行
等で行われている信託業務（現行信託業
法に規定する併営業務を含む）の代理や
事務の代行を行うことを認めるべきであ
る。

①保険会社が顧客に対して信託商品の提
示を行えることとなれば、顧客利便性の
向上、保険会社のエクセスキャパシティ
活用の観点から極めて有効である。
②生命保険会社では、他の金融機関と共
同してマスタートラスト業務等を行う信
託銀行を設立しているケースがあるが、
マスタートラスト業務等の代理を保険会
社に認めることにより、当該信託銀行の
顧客基盤拡充や経営効率化、保険会社の
経営資源の有効活用が促進される。
③なお、銀行等においては信託業務の代
理が可能とされており、かかる点との公
平性を図る必要がある。また、金融審議
会「信託業のあり方に関する中間報告書
（平成15年７月28日）」では、信託契約
の取次ぎを行う者の範囲を幅広く認める
ことが適切とされている。

保険会社が行うことの
できる業務として、他の
金融業を行う者の業務の
代理や事務の代行が認め
られたが、その詳細を定
める施行規則では、信託
業務の代理や事務の代行
は認められていない。

投資法人による同一法人の株式取得
制限の緩和 【新規】

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

保険業法第98
条、同施行規則
第51条、金融機
関の信託業務の
兼営等に関する
法律施行規則第
7条の2の2

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
等を行うことができることとされ
ており、その具体的内容は保険
業法施行規則第51条に規定さ
れている。また、信託代理店に
ついては、兼営法施行規則第7
条の2の2により銀行等の金融
機関が規定されている。

b

Ⅲ

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として信託業
務の代理等を加えることについ
ては、保険会社の業務との関連
性・親近性等を踏まえた検討が
必要である。

z0300100

金融庁

保険会社本体による信託業務の代理
又は事務代行の解禁

5056

50560162

57/102

11

(社)日本経済団体連合会

162

その他
（特記事項）

保険会社本体による信託業務の代理
又は事務代行の解禁

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法第98
条、同施行規則
第51条、金融機
関の信託業務の
兼営等に関する
法律施行規則第
7条の2の2

制度の現状

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
等を行うことができることとされ
ており、その具体的内容は保険
業法施行規則第51条に規定さ
れている。また、信託代理店に
ついては、兼営法施行規則第7
条の2の2により銀行等の金融
機関が規定されている。

保険業法第106
条、第271条の
22、同施行規則 保険会社の子会社が行うことの
第56条の2、第 できる業務に、不動産投資顧問
210条の7事務ガ
業は認められていない。
イドライン1-81(2)⑥

保険業法第106
条、第271条の
22、同施行規則 保険会社の子会社が行うことの
第56条の2、第 できる業務に、不動産投資顧問
業は認められていない。
210条の7事務ガ
イドライン1-81(2)⑥

措置の 措置の
分類
内容

b

c

c

Ⅲ

-

-

措置の概要
（対応策）

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として信託業
務の代理等を加えることについ
ては、保険会社の業務との関連
性・親近性等を踏まえた検討が
必要である。

不動産投資顧問業を保険会社
の子会社等とすることについて
は、保険業との親近性が認めら
れがたいこと等から、慎重な検
討が必要。

不動産投資顧問業を保険会社
の子会社等とすることについて
は、保険業との親近性が認めら
れがたいこと等から、慎重な検
討が必要。

その他

管理コード

z0300100

z0300101

z0300101

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による信託業務の代理
又は事務代行の解禁

保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

要望
管理番号

5085

5056

5085

要望事項
管理番号

50850001

50560163

50850002

58/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

生命保険協会

(社)日本経済団体連合会

生命保険協会

要望
事項番号

1

163

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険会社本体による信託業務（現行信 保険会社の付随業務として、既に銀行等
託業法に規定する併営業務を含む）の で行われている信託業務の代理や事務の
代行を行うことを認める。
代理又は事務代行の解禁

保険会社が顧客に対して信託商品の提示
を行えることとなれば、顧客利便性の向
上、保険会社のエクセスキャパシティ活
用の観点から極めて有効である。生命保
険会社では、他の金融機関と共同してマ
スタートラスト業務等を行う信託銀行を
設立しているケースがあるが、マスター
トラスト業務等の代理を保険会社に認め
ることにより、当該信託銀行の顧客基盤
拡充や経営効率化、保険会社の経営資源
の有効活用が促進される。なお、銀行等
においては信託業務の代理が可能とされ
ており、かかる点との公平性を図る必要
がある。また、金融審議会「信託業のあ
り方に関する中間報告書（H15.7.28）」
では、信託契約の取次ぎを行う者の範囲
を幅広く認めることが適切とされてい
る。

保険会社の子会社の業務及び、保険持
株会社傘下子会社で承認を受けずに行う
ことのできる業務として不動産投資顧問
業務を認めるべきである。

投資家のニーズが有価証券に係る投資
顧問業務に限らず、不動産に係る投資顧
問業務にまで多様化する中で、賃貸のみ
ならず売買取引まで含めた不動産投資に
係るノウハウを有する生命保険会社が、
子会社において不動産投資顧問事業を行
うことにより、投資家（特に年金基金等
を想定）に提供するサービスの充実が図
られる（保険持株会社の傘下で承認され
た実績がある）。

保険会社の子会社で行うことのできる業
務及び保険持株会社傘下子会社で承認を
受けずに行うことのできる業務として不
動産投資顧問業務を認める。

投資家のニーズが有価証券に係る投資顧
問業務に限らず、不動産に係る投資顧問
業務にまで多様化する中で、生命保険会
社はオフィスビル・商業施設等の長期保
有・賃貸のみならず売買取引まで含めた
不動産投資に係るノウハウを有してい
る。さらに不動産投資顧問業務は、既に
保険会社の子会社に解禁されている不動
産投資信託委託業務と投資家のために不
動産運用業務を行うという点において親
近性を有している。以上を踏まえれば、
保険会社の業務と不動産投資顧問業務は
関連性・親近性を有しており、子会社に
おいて不動産投資顧問事業を行うことに
より、投資家（特に年金基金等を想定）
に提供するサービスの充実が図られる
（保険持株会社の傘下で承認された実績
がある）。

保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

保険会社の子会社による不動産投資
顧問業務の解禁

その他
（特記事項）

保険会社の子会社の業
務及び、保険持株会社傘
下子会社で承認を受けず
に行うことのできる業務
の中に、不動産投資顧問
業務が含まれていない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法第106
条、金融庁告示
第３８号、事務ガ
イドライン1-81(1)(3)①

保険業法第106
条、金融庁告示
第３８号、事務ガ
イドライン1-81(1)(3)①

制度の現状

保険会社が、従属業務を営む
会社を子会社とする場合には、
当該子会社は、主として当該保
険会社又はその子会社の営む
業務のためにその業務を営んで
いる会社に限るものとされ、「主
として」の基準は、保険会社及
びその子会社からの収入の額
の合計額が総収入の額に占め
る割合（収入依存度）が、50％を
下回らないものとされている。

保険会社が、従属業務を営む
会社を子会社とする場合には、
当該子会社は、主として当該保
険会社又はその子会社の営む
業務のためにその業務を営んで
いる会社に限るものとされ、「主
として」の基準は、保険会社及
びその子会社からの収入の額
の合計額が総収入の額に占め
る割合（収入依存度）が、50％を
下回らないものとされている。

保険会社が経営破たんした場
保険業法第118
合、一般勘定、特別勘定とも同
条
等に取り扱われる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

規制改革・民間開放推進3か年
計画において「複数の保険会社
で共同保有する場合のみ収入
依存度規制を緩和することにつ
いて、事業の大半が自己と関係
ない者からの収入となる他業子
会社を持つことになる場合には
他業禁止の趣旨やリスク管理の
観点からの検討が必要であり、
また、保険会社と保険会社以外
の会社で共同保有する場合との
ⅠⅢ 差異を設けることが適切かとい
う点についても整理が必要であ
る。したがって、どのような場合
において保険会社の他業禁止
の趣旨等の面から実質的に問
題がないかということを踏まえた
上で、複数の保険会社による従
属業務子会社等の保有を可能
とすることについて検討する。」
とされているところであり、保険
会社の他業禁止の趣旨等を踏
まえて引き続き検討を行う。

b

規制改革・民間開放推進3か年
計画において「複数の保険会社
で共同保有する場合のみ収入
依存度規制を緩和することにつ
いて、事業の大半が自己と関係
ない者からの収入となる他業子
会社を持つことになる場合には
他業禁止の趣旨やリスク管理の
観点からの検討が必要であり、
また、保険会社と保険会社以外
の会社で共同保有する場合との
ⅠⅢ 差異を設けることが適切かとい
う点についても整理が必要であ
る。したがって、どのような場合
において保険会社の他業禁止
の趣旨等の面から実質的に問
題がないかということを踏まえた
上で、複数の保険会社による従
属業務子会社等の保有を可能
とすることについて検討する。」
とされているところであり、保険
会社の他業禁止の趣旨等を踏
まえて引き続き検討を行う。

b

Ⅰ

特別勘定で運用される資産につ
いては、一般勘定との財産的性
格の相違や保険会社における
負債性の相違から、リスク遮断
の厳格化を前提とした上で保険
関係請求権の倒産隔離の措置
を講ずることについて、検討を
行う。

その他

管理コード

z0300102

z0300102

z0300103

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

複数の保険会社による従属業務子会
社等の保有を可能とする収入依存度規
制の見直し

複数の保険会社による従属業務子会
社等の保有を可能とする収入依存度規
制の見直し

保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全の見直し

要望
管理番号

5056

5085

5056

要望事項
管理番号

50560164

50850003

50560165

59/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

生命保険協会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

164

3

165

要望理由

その他
（特記事項）

従属業務を営む保険会社の子会社等に
従属業務を営む保険会社の子会社等 係る収入依存度規制を緩和し、複数の保
における従属業務に係る収入依存度規 険会社や金融機関の共同出資による従属
業務会社の設立、保有を認めるべきであ
制の緩和
る。

従属業務を営む子会社等に係る全額出資
規制が撤廃されたため、複数の保険会社
等が共同出資を行う形で従属業務を営む
子会社等を保有することが想定されるよ
うになった。しかしながら、これら複数
の出資保険会社等の各々について、50％
以上の収入依存度規制を満たすことは不
可能であり、実際に共同出資により従属
業務を営む子会社等を保有することはで
きない。
なお、保険会社や金融機関以外の会社と
の共同出資による従属業務を営む子会社
等の設立、保有が実際に可能である一方
で、保険会社や金融機関との共同出資が
認められていないのは、規制の均衡を失
している。

保険会社の子会社等に
おいて従属業務を営む場
合、当該従属業務につい
ては、親保険会社等から
の収入額が総収入の50％
を下回らないこととされ
ている（収入依存度規
制）。

従属業務を営む保険会社の子会社等に係
従属業務を営む保険会社の子会社等
る収入依存度規制を緩和し、複数の保険
における従属業務に係る収入依存度規
会社や金融機関の共同出資による従属業
制の緩和
務会社の設立、保有を認める。

従属業務を営む子会社等に係る全額出資
規制が撤廃され、複数の保険会社等が共
同出資を行う形で従属業務を営む子会社
等を保有することが想定される。しかし
ながら、これら複数の出資保険会社等の
各々について、50％以上の収入依存度規
制を満たすことは不可能であり、実際に
共同出資により従属業務を営む子会社等
を保有することはできない。なお、保険
会社や金融機関以外の会社との共同出資
による従属業務を営む子会社等の設立、
保有が実際に可能である一方で、保険会
社や金融機関との共同出資が認められて
いないのは、規制の均衡を失している。

特別勘定については、その財産的性格
の相違、保険会社における負債性の相違
から、100％の保全が行われるよう、保
険業法等に必要な手当てを行うべきであ
る。

特別勘定の責任準備金の価額は財産の
価額の時価評価額とされ、資産の運用リ
スクが契約者に帰属するため、特別勘定
は生命保険会社の経営破綻の原因とはな
りにくい。我が国においては、特別勘定
のように投資者のリスクテイクを前提と
した商品については、信用リスクの所在
を明確にするため、一定の分別管理がな
されていることを要件として破綻リスク
の遮断が図られている。
よって、生命保険会社が経営破綻に
至った場合に、例えば信託と同程度の分
別管理を行う等、特別勘定に属する資産
が他の資産から特定可能な状態で管理さ
れているときには、特別勘定の責任準備
金の削減を行わないことが妥当と思われ
る。

要望事項
（事項名）

保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

生命保険会社が経営破
綻した場合、現行では、
一般勘定、特別勘定とも
同等に責任準備金の削減
が行われることになって
いる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険会社が経営破たんした場
保険業法第118
合、一般勘定、特別勘定とも同
条
等に取り扱われる。

保険会社が経営破たんした場
保険業法第118
合、一般勘定、特別勘定とも同
条
等に取り扱われる。

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
保険業法第98
等を行うことができることとされ
条、同施行規則
ており、その具体的内容は保険
第51条
業法施行規則第51条に規定さ
れている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

c

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

特別勘定で運用される資産につ
いては、一般勘定との財産的性
格の相違や保険会社における
負債性の相違から、リスク遮断
の厳格化を前提とした上で保険
関係請求権の倒産隔離の措置
を講ずることについて、検討を
行う。

Ⅰ

特別勘定で運用される資産につ
いては、一般勘定との財産的性
格の相違や保険会社における
負債性の相違から、リスク遮断
の厳格化を前提とした上で保険
関係請求権の倒産隔離の措置
を講ずることについて、検討を
行う。

-

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として投信販
社契約締結の代理等を加えるこ
とについては、保険会社の業務
との関連性・親近性等にかんが
み、対応することは困難である。
なお、保険会社の付随業務と
は、固有業務に付随する業務を
いうものであるところ（保険業法
第98条第1項柱書）、投資信託
の販売等は固有業務ではなく、
法定他業であるにとどまる。
また、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300103

金融庁

z0300103

z0300104

金融庁

金融庁

項目

保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全の見直し

保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全の見直し

保険会社本体による投資信託販社契
約締結の代理もしくは媒介の解禁

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5059

50590023

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

23

5085

5056

50850004

50560166

60/102

11

11

生命保険協会

(社)日本経済団体連合会

4

166

要望事項
（事項名）

保険会社破綻時の特別勘定の保全

保険会社の経営破綻時における特別
勘定の保全

保険会社本体による投資信託販社契
約締結の代理もしくは媒介の解禁【新
規】

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

その他
（特記事項）

要望理由

保険会社が経営破綻した場合、一般勘定
と特別勘定ともに同等に取扱われている
（保険業法の規制の撤廃）特別勘定の保 保険会社が経営破綻した場合に、特別勘
が、特別勘定については、その資産が一 継続
全措置を設ける。
定については１００％保全する。
般勘定とは明確に分離しており、個々に
独立した運用がされている。

特別勘定については、その財産的性格の
相違、保険会社における負債性の相違か
ら、100％の保全が行われるよう、保険
業法等に必要な手当てを行う。

特別勘定の責任準備金の価額は財産の価
額の時価評価額とされ、資産の運用リス
クが契約者に帰属するため、特別勘定は
生命保険会社の経営破綻の原因とはなり
にくい。我が国においては、特別勘定の
ように投資者のリスクテイクを前提とし
た商品については、信用リスクの所在を
明確にするため、一定の分別管理がなさ
れていることを要件として破綻リスクの
遮断が図られている。よって、生命保険
会社が経営破綻に至った場合に、例えば
信託と同程度の分別管理を行う等、特別
勘定に属する資産が他の資産から特定可
能な状態で管理されているときには、特
別勘定の責任準備金の削減を行わないこ
とが妥当と思われる。

保険会社の付随業務として、系列投信
会社等における投信販社契約（投資信託
委託業者が証券会社または登録金融機関
との間で締結する「投資信託受益証券の
募集・販売の取扱い等に関する契約」）
締結の代理もしくは媒介を行うことを認
めるべきである。

保険会社がその顧客である証券会社や
登録金融機関に対し系列投信会社等の投
信商品を提示できることとなれば、顧客
利便性の向上、保険会社のエクセスキャ
パシティ活用の観点から極めて有効であ
る。
生命保険各社においては、グループ内
の投信会社を活用した資産運用の高度
化・効率化が図られているが、本体での
投信販社契約締結の代理もしくは媒介が
実現することにより、一層の顧客基盤の
拡充と当該投信会社の経営効率化が促進
される。

保険会社が行うことの
できる業務として、他の
金融業を行う者の業務の
代理や事務の代行が認め
られているが、その詳細
を定める施行規則では、
投信販社契約（投資信託
委託業者が証券会社また
は登録金融機関との間で
締結する「投資信託受益
証券の募集・販売の取扱
い等に関する契約」）締
結の代理もしくは媒介は
認められていない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
保険業法第98
等を行うことができることとされ
条、同施行規則
ており、その具体的内容は保険
第51条
業法施行規則第51条に規定さ
れている。

投資顧問業契約の締結の勧誘
投資顧問業法第
を業として行うことは法令上明
2条
記されていない。

投資顧問業契約の締結の勧誘
投資顧問業法第
を業として行うことは法令上明
2条
記されていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

措置の概要
（対応策）

-

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として投信販
社契約締結の代理等を加えるこ
とについては、保険会社の業務
との関連性・親近性等にかんが
み、対応することは困難である。
なお、保険会社の付随業務と
は、固有業務に付随する業務を
いうものであるところ（保険業法
第98条第1項柱書）、投資信託
の販売等は固有業務ではなく、
法定他業であるにとどまる。
また、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

-

顧客勧誘行為の代理、代行に
ついては、投資顧問契約（投資
一任契約）は、投資信託等の金
融商品の販売と異なり、投資顧
問業者と契約をしようとする者
が相対で契約者の投資意向等
を踏まえ、当該契約者のための
投資助言（資産運用）を行い契
約を締結するという、いわば
オーダーメイド型の資産運用契
約であることを踏まえると、第三
者が当該投資顧問契約（投資
一任契約）の勧誘行為の代理、
代行を行うことはなじまないと考
える。
なお、投資顧問業者が行う勧誘
の際には損失の負担等を行うこ
とを約することを禁止している。

-

顧客勧誘行為の代理、代行に
ついては、投資顧問契約（投資
一任契約）は、投資信託等の金
融商品の販売と異なり、投資顧
問業者と契約をしようとする者
が相対で契約者の投資意向等
を踏まえ、当該契約者のための
投資助言（資産運用）を行い契
約を締結するという、いわば
オーダーメイド型の資産運用契
約であることを踏まえると、第三
者が当該投資顧問契約（投資
一任契約）の勧誘行為の代理、
代行を行うことはなじまないと考
える。
なお、投資顧問業者が行う勧誘
の際には損失の負担等を行うこ
とを約することを禁止している。

その他

管理コード

z0300104

z0300105

z0300105

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による投資信託販社契
約締結の代理もしくは媒介の解禁

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘（投資顧問業法上の観
点）

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘（投資顧問業法上の観
点）

要望
管理番号

5085

5056

5085

要望事項
管理番号

50850007

50560167

50850008

61/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

生命保険協会

(社)日本経済団体連合会

生命保険協会

要望
事項番号

7

167

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険会社の付随業務として、系列投信会
社等における投信販社契約（投資信託委
託業者が証券会社または登録金融機関と
保険会社本体による投信販社契約締
の間で締結する「投資信託受益証券の募
結の代理もしくは媒介の解禁
集・販売の取扱い等に関する契約」）締
結の代理もしくは媒介を行うことを認め
る。

保険会社は、登録金融機関として投資信
託委託業者と投信販社契約を締結し、投
資信託の募集・販売等を行っており、投
資信託の募集・販売の取扱い等のノウハ
ウを十分に有していることから、投信販
社契約の締結の代理もしくは媒介を行う
ことは保険会社の業務と関連性・親近性
を有している。保険会社がその顧客であ
る証券会社や登録金融機関に対し系列投
信会社等の投信商品を提示できることと
なれば、顧客利便性の向上、保険会社の
エクセスキャパシティ活用の観点から極
めて有効であり、一層の顧客基盤の拡充
と当該投信会社の経営効率化が促進され
る。

保険会社本体で、系列投資顧問会社等
に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行
うことを認めるべきである。

現在、保険会社は、投資顧問契約等に
ついて顧客の紹介を行うことは可能であ
るが、顧客のニーズに対してより能動的
に対応する観点から、顧客の勧誘を行え
ることとすることが有効である。
企業年金市場における保険会社の顧客
を中心として、投資顧問会社の商品に対
する潜在的ニーズがあり、保険会社が顧
客に対して投資顧問契約等の勧誘を行え
ることとなれば、顧客利便性の向上、保
険会社のエクセスキャパシティ活用の観
点から極めて有効である。

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に
係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行う
ことを認める。

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企業
年金市場における保険会社の顧客を中心とし
て、投資顧問会社の商品に対する潜在的ニー
ズがあり、保険会社が顧客に対して投資顧問
契約等の勧誘を行えることとなれば、顧客利
便性の向上、保険会社のエクセスキャパシ
ティ活用の観点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点 金融市場における
リスクマネーの必要性が唱えられる中、投資
顧問契約等に係る顧客ニーズの高まりを考え
れば、顧客と投資顧問業者との間で当該契約
の締結を代理・媒介する行為を、新たに独立
した業として認めることは意義が大きいと考
えられる。保険会社がかかる業務を行う際に
は、保険会社を当該業者として監督当局の認
可又は登録に係らしめ、所要の行為規制、監
督規制を適用することとすれば、保険会社が
行う当該行為が同法に抵触することはないと
考えられる。
○保険業法上の観点 現在、保険会社は、投
資顧問契約等について顧客の紹介を行うこと
は可能であり、顧客のニーズにより能動的に
対応する観点からその勧誘を行える事として
も、保険会社の業務範囲の中に現在行える業
務と異質のものが混入する訳ではない。ま
た、信託銀行による投資助言業務・投資一任
業務の本体兼営が可能とされた中、信託銀行
と同様に企業年金受託機関として投資顧問業
との親近性を有する保険会社について、投資
顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規
制の均衡という観点からも妥当なものと考え
られる。

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘【新規】

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘

その他
（特記事項）

保険会社本体で、投資
顧問契約又は投資一任契
約の締結に関して、顧客
の紹介を行うことは可能
であるが、顧客の勧誘を
行うことはできない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
保険業法第98
等を行うことができることとされ
条、同施行規則
ており、その具体的内容は保険
第51条
業法施行規則第51条に規定さ
れている。

保険会社は、付随業務として他
の金融業を行う者の業務代理
保険業法第98
等を行うことができることとされ
条、同施行規則
ており、その具体的内容は保険
第51条
業法施行規則第51条に規定さ
れている。

保険業法第９８
条①、１００条、１
０６条、同施行規
則第５１条、５６
条②、５６条の２
②、③

保険会社の子会社「証券仲介
専門会社」が行うことができる業
務（保険業法第106条第1項第5
号の2及び同施行規則第56条第
2項（同項第4号に基づく56条の2
の金融関連業務を含む））に、証
券仲介業者支援業務は認めら
れていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

-

措置の概要
（対応策）

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として投資顧
問契約等の締結の勧誘を加え
ることについては、保険会社の
業務との関連性・親近性等にか
んがみ、対応することは困難で
ある。

-

保険会社については、業務の健
全性の維持の観点から他業が
禁止されているものであり、保
険会社の付随業務として投資顧
問契約等の締結の勧誘を加え
ることについては、保険会社の
業務との関連性・親近性等にか
んがみ、対応することは困難で
ある。

-

保険業法第106条は、保険会社
の業務の健全かつ適切な運営
を確保するため保険会社に他
業が禁止されている趣旨を踏ま
え、保険会社本体の業務との関
連性、親近性等の観点から、保
険会社の子会社の業務範囲を
規定しているところである。
証券仲介業に保険会社の業務
との関連性等が認められるとし
ても、それは有価証券の売買の
媒介等の本質的部分について
関連性等を判断したものであ
り、単なる書類の取次等の周辺
の業務のみについて、保険会社
の業務との関連性等を認めるこ
とは困難である。同様に上記周
辺業務のみをもって「金融関連
業務」であると認めることも困難
である。
なお、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

その他

管理コード

z0300106

z0300106

z0300107

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘（保険業法上の観点）

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘（保険業法上の観点）

保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

要望
管理番号

5056

5085

5056

要望事項
管理番号

50560167

50850008

50560168

62/102

要望
事項
補助
番号

21

21

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

生命保険協会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

167

8

168

要望事項
（事項名）

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘【新規】

保険会社本体による投資顧問契約等
の締結の勧誘

保険会社の子会社による証券仲介業
者への事務支援【新規】

要望理由

その他
（特記事項）

保険会社本体で、系列投資顧問会社等
に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行
うことを認めるべきである。

現在、保険会社は、投資顧問契約等に
ついて顧客の紹介を行うことは可能であ
るが、顧客のニーズに対してより能動的
に対応する観点から、顧客の勧誘を行え
ることとすることが有効である。
企業年金市場における保険会社の顧客
を中心として、投資顧問会社の商品に対
する潜在的ニーズがあり、保険会社が顧
客に対して投資顧問契約等の勧誘を行え
ることとなれば、顧客利便性の向上、保
険会社のエクセスキャパシティ活用の観
点から極めて有効である。

保険会社本体で、投資
顧問契約又は投資一任契
約の締結に関して、顧客
の紹介を行うことは可能
であるが、顧客の勧誘を
行うことはできない。

保険会社本体で、系列投資顧問会社等に
係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を行う
ことを認める。

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企業
年金市場における保険会社の顧客を中心とし
て、投資顧問会社の商品に対する潜在的ニー
ズがあり、保険会社が顧客に対して投資顧問
契約等の勧誘を行えることとなれば、顧客利
便性の向上、保険会社のエクセスキャパシ
ティ活用の観点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点 金融市場における
リスクマネーの必要性が唱えられる中、投資
顧問契約等に係る顧客ニーズの高まりを考え
れば、顧客と投資顧問業者との間で当該契約
の締結を代理・媒介する行為を、新たに独立
した業として認めることは意義が大きいと考
えられる。保険会社がかかる業務を行う際に
は、保険会社を当該業者として監督当局の認
可又は登録に係らしめ、所要の行為規制、監
督規制を適用することとすれば、保険会社が
行う当該行為が同法に抵触することはないと
考えられる。
○保険業法上の観点 現在、保険会社は、投
資顧問契約等について顧客の紹介を行うこと
は可能であり、顧客のニーズにより能動的に
対応する観点からその勧誘を行える事として
も、保険会社の業務範囲の中に現在行える業
務と異質のものが混入する訳ではない。ま
た、信託銀行による投資助言業務・投資一任
業務の本体兼営が可能とされた中、信託銀行
と同様に企業年金受託機関として投資顧問業
との親近性を有する保険会社について、投資
顧問契約等の締結の勧誘を認めることは、規
制の均衡という観点からも妥当なものと考え
られる。

保険会社の子会社である証券仲介業者
が、他の証券仲介業者の事務支援を行う
ことを認めるべきである。

2004年４月から証券仲
介業者制度が創設され、
一般事業会社である損保
代理店が証券仲介業を営
保険会社の子会社である証券仲介業者 むことが可能となった。
が、損保代理店が営む証券仲介業の相 また、保険会社は子会社
談･支援を行うことが可能となれば、証 形態で、証券仲介業を営
券仲介業者の普及促進、損保代理店の経 むことが可能となった。
しかし、保険会社の子会
営の効率化に資する。
社の業務の範囲には、証
券仲介業者の事務支援が
含まれていない。

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

保険業法第９８
条①、１００条、１
０６条、同施行規
則第５１条、５６
条②、５６条の２
②、③

保険業法第９８
条①、１００条、１
０６条、同施行規
則第５１条、５６
条②、５６条の２
②、③

保険業法第９８
条①、１００条、１
０６条、同施行規
則第５１条、５６
条②、５６条の２
②、③

制度の現状

保険会社の子会社「証券仲介
専門会社」が行うことができる業
務（保険業法第106条第1項第5
号の2及び同施行規則第56条第
2項（同項第4号に基づく56条の2
の金融関連業務を含む））に、証
券仲介業者支援業務は認めら
れていない。

保険会社の子会社「証券仲介
専門会社」が行うことができる業
務（保険業法第106条第1項第5
号の2及び同施行規則第56条第
2項（同項第4号に基づく56条の2
の金融関連業務を含む））に、証
券仲介業者支援業務は認めら
れていない。

保険会社の子会社「証券仲介
専門会社」が行うことができる業
務（保険業法第106条第1項第5
号の2及び同施行規則第56条第
2項（同項第4号に基づく56条の2
の金融関連業務を含む））に、証
券仲介業者支援業務は認めら
れていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

措置の概要
（対応策）

-

保険業法第106条は、保険会社
の業務の健全かつ適切な運営
を確保するため保険会社に他
業が禁止されている趣旨を踏ま
え、保険会社本体の業務との関
連性、親近性等の観点から、保
険会社の子会社の業務範囲を
規定しているところである。
証券仲介業に保険会社の業務
との関連性等が認められるとし
ても、それは有価証券の売買の
媒介等の本質的部分について
関連性等を判断したものであ
り、単なる書類の取次等の周辺
の業務のみについて、保険会社
の業務との関連性等を認めるこ
とは困難である。同様に上記周
辺業務のみをもって「金融関連
業務」であると認めることも困難
である。
なお、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

-

保険業法第106条は、保険会社
の業務の健全かつ適切な運営
を確保するため保険会社に他
業が禁止されている趣旨を踏ま
え、保険会社本体の業務との関
連性、親近性等の観点から、保
険会社の子会社の業務範囲を
規定しているところである。
証券仲介業に保険会社の業務
との関連性等が認められるとし
ても、それは有価証券の売買の
媒介等の本質的部分について
関連性等を判断したものであ
り、単なる書類の取次等の周辺
の業務のみについて、保険会社
の業務との関連性等を認めるこ
とは困難である。同様に上記周
辺業務のみをもって「金融関連
業務」であると認めることも困難
である。
なお、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

-

保険業法第106条は、保険会社
の業務の健全かつ適切な運営
を確保するため保険会社に他
業が禁止されている趣旨を踏ま
え、保険会社本体の業務との関
連性、親近性等の観点から、保
険会社の子会社の業務範囲を
規定しているところである。
証券仲介業に保険会社の業務
との関連性等が認められるとし
ても、それは有価証券の売買の
媒介等の本質的部分について
関連性等を判断したものであ
り、単なる書類の取次等の周辺
の業務のみについて、保険会社
の業務との関連性等を認めるこ
とは困難である。同様に上記周
辺業務のみをもって「金融関連
業務」であると認めることも困難
である。
なお、一般に、委託者たる地位
と受託者たる地位とは、資格な
いし適性、義務、責任等の点に
おいて異なるものであることに
留意する必要がある。

その他

管理コード

z0300107

z0300107

z0300107

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

要望
管理番号

5056

5056

5060

要望事項
管理番号

50560169

50560170

50600001

63/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

169

保険会社本体による証券仲介業者へ
の事務支援【新規】

170

「保険業に係る業務の代理又は事務の
代行」を営む保険会社の子会社が、証券
保険会社の代理代行を行う子会社によ 仲介業務を兼営することを認める措置
を、保険会社が証券仲介業を営むことが
る証券仲介業務の実施【新規】
可能となる2004年12月に合わせて、講じ
るべきである。

1

保険会社による証券仲介業者への事
務支援等

具体的事業の
実施内容

保険会社本体が、損保代理店が証券仲
介業務を営む際の相談･支援を行うこと
が可能となれば、証券仲介業者の普及促
進、損保代理店の経営の効率化に資す
る。

保険会社本体が証券仲介業者の事務支
援を行うことを認めるべきである。

①保険会社の子会社「証券仲介専門会
社」による証券仲介業者支援業務を認め
ていただきたい（金融関連業務に、保険
会社と代理店委託関係のある証券仲介業
者の事務支援業務も追加していただきた
い）
②保険会社本体による証券仲介業者の事
務支援業務を認めていただきたい（証券
仲介業者及び証券会社からの業務･事務
の代理･代行を認めていただきたい）
③今般の証券取引法の改正により保険会
社にも解禁されることとなった証券仲介
業について、当該改正法施行までに「保
険業に係る業務の代理又は事務の代行」
を営む保険会社の子会社等の兼営可能業
務として認めていただきたい。

要望理由

既に保険会社が有する「業務の代理又
は事務の代行」子会社等が証券仲介業務
を兼営することにより、子会社等を小規
模な単位に分けることなく、顧客利便の
向上及び保険会社経営の効率化を図るこ
とができる。また、証券仲介業者の普及
促進に資する。

【実施内容】
・保険会社子会社あるいは本体による証
券仲介業を営む損保代理店の事務サポー
ト
・「業務の代理又は事務の代行」子会社
等による証券仲介業の兼営
【効果】
・証券仲介業者の普及促進
・会社経営の効率化

＜①②について＞
・０４年４月から証券仲介業者制度が創設され、一般事業会
社は本体で、金融機関は子会社形態で、証券仲介業を営むこ
とが可能となった。損保会社は子会社を設営して自ら証券仲
介業を営むことができるが、本業で一般事業会社である代理
店を通じた保険商品販売を行っているため、損保代理店が証
券仲介業者を営む場合の相談･支援を行うことが期待され
る。しかしながら、損保会社の子会社は兼営できる業務範囲
が限られており、兼営可能な金融関連業務の範囲に証券仲介
業者の事務支援業務が含まれていない。
・子会社形態ではなく本体で証券仲介業者への相談･支援を
行うことも考えられる。０４年１２月から損保会社は登録金
融機関として証券仲介業を営むことが可能となるため、損保
会社本体で損保代理店への相談･支援を行う方が効率的とも
考えられる。しかしながら、損保会社は他業禁止の規定によ
り当該業務は実施できない。
・これらの具体的内容としては、ⅰ）資格取得・商品知識習
得に係る支援、ⅱ）申込書等の取次ぎ・点検支援、ⅲ）事務
のシステム化の支援、ⅳ）各種法定帳簿作成の補助、ⅴ）営
業推進活動への支援などの実施を想定している。保険契約と
有価証券という販売の対象となる商品に違いはあるものの、
業務を類型化した場合、現在でも保険会社が損保代理店に対
して実施している内容であり、保険業務との関連性はあるも
のと思料する。（保険業務を行う中で、実施することが可能
である）
＜③について＞
・159回国会において「証券取引法等の一部を改正する法
律」が成立し、本年12月より保険会社本体での証券仲介業が
解禁されることとなったが、既に保険会社が有する「業務の
代理又は事務の代行」子会社等が当該業務を兼営することに
よって子会社等を小規模な単位に分けることなく顧客利便の
向上及び保険会社経営の効率化を図ることが出来る。

その他
（特記事項）

2004年12月から保険会
社は登録金融機関として
証券仲介業を営むことが
可能となる。しかし、他
業禁止の規定により、保
険会社本体で、証券仲介
業者に対する事務支援を
行うことができない。

2004年12月から保険会
社は登録金融機関として
証券仲介業を営むことが
可能となる。しかし、保
険会社の代理代行を行う
子会社は、兼業制限によ
り、証券仲介業務を兼営
することができない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

保険会社が他の保険会社その
保険業法第98条 他金融業を行う者の業務の代
第2項、同法施行 理又は事務の代行を行おうとす
規則第51条の2 るときは、認可を受けなければ
ならない。

保険業法１２７条
１項、同法第２７
１条の３２第１
項、同規則第２１
０条の１４

保険会社が他に特段の定めが
ある事項以外の事項に係る定
款の変更をしたときは届出が必
要。保険主要株主が定款を変
更した場合には届出が必要。

証券会社の株主で、主要株主
（原則100分の20以上の議決権
証券取引法第28
を保有している株主）となった者
条の４第2項、同
は、対象議決権保有届出書を
法第33条の２
遅滞なく内閣総理大臣に提出し
なければならない

措置の 措置の
分類
内容

c

d

a

措置の概要
（対応策）

-

保険会社が、付随業務として、
他の保険会社その他金融業を
行う者の業務代理等を行おうと
するときの認可においては、当
該認可の申請をした保険会社
が、業務代理等に関する十分な
知識及び経験を有する役員又
は使用人の確保の状況、当該
業務代理等の運営に係る体制
等に照らし、当該業務代理等を
的確、公正かつ効率的に遂行
することができると認められるか
どうか等について審査している
ものである。一定の条件を満た
すグループ会社間において、あ
る会社がある業務代理等につ
いて上記要件を満たしていると
認められたからといって、グ
ループ内の別の会社が、同様に
上記要件を満たしていると認め
ることはできず、あくまでも個別
に判断することが不可欠である
ため、ご要望に対応することは
困難である。

-

「具体的要望内容」欄の「既に主
要株主規制以外で届出を行って
いる場合」がどのようなものであ
るか詳細が明らかではないが、
「規制改革・民間開放集中受付
月間において提出された全国規
模の規制改革・民間開放要望
への対応方針」（平成16年9月
10日）において『「保険会社とし
ての定款変更の届出」と「（他の
保険会社の）主要株主としての
定款変更の届出」を同時に行う
場合、当該届出を行う保険会社
からの要望があれば、届出の趣
旨を明確にした上で重複する提
出書類について一組の提出で
可とするよう運用上の対応を行
うこととする。』として、措置済み
である。

Ⅱ

証券取引法施行令を改正によ
り、これまで企業グループ全体
で「みなし主要株主」とされた者
のうち、自己又は自己の被支配
会社が議決権を保有しない者に
ついては、主要株主の範囲から
除外するよう措置を行った。

その他

管理コード

z0300108

z0300109

z0300110

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

一定の条件を満たすグループ会社間で
の「保険会社の業務の代理、事務の代
行」を追加する場合の届出制への移行
【新規】

主要株主規制の整理・緩和①【新規】

主要株主規制の整理・緩和②【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560171

50560172

50560173

64/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

171

172

173

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

一定の条件を満たすグループ会社（親
子会社、持株会社の傘下の保険会社を含
一定の条件を満たすグループ会社間で む。以下「グループ会社」という。）間
の「保険会社の業務の代理、事務の代 であれば、一定の範囲（グループ（持株
行」を追加する場合の届出制への移行 会社を含む）内の会社間において既に認
められている業務・事務の範囲）を定め
【新規】
た上で、業務の代理・事務の代行を、認
可制から届出制とすべきである。

主要株主規制の整理・緩和①【新規】

主要株主規制の整理・緩和②【新規】

既に主要株主規制以外で届出を行って
いる場合には、主要株主規制のもとでの
届出を免除すべきである。

銀行、保険会社等、既に業法上監督当
局の規制を受ける業種については、証券
取引法上の主要株主規制の対象外とする
か、規制の対象を親会社である銀行、保
険会社本体のみとすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

①グループ会社間においては、資本政策
および各社間のリスク管理等を持株会社
において一元管理しているケースが多
い。そのため、グループ（持株会社を含
む）内の会社間において既に認められて
いる業務・事務の範囲で、新たにグルー
プに加わった会社または新規に立ち上げ
た会社も含めたグループ内の会社間での
代理・代行を行う場合に限り、認可制か
ら届出制にすることにすれば、当局の適
切なチェックを維持することが可能であ
る。
②認可折衝から認可申請・認可取得まで
には、時間を要することが多い（認可申
請から認可取得まで、当局の審査期間
は、保険業法施行規則246条により60日
と定められている）。また、保険会社が
既に特定の保険会社からの代理・代行を
行う場合の認可を受けている場合にも、
他の保険会社から代理・代行を行う場合
には、改めて認可を受ける必要がある。
届出制への移行により、認可申請する保
険会社の事務ロードの軽減につながると
ともに、ビジネスチャンスへの迅速な対
応が可能となる。
③生保・損保の兼営が禁止されている現
状において、代理・代行の活用により、
顧客に対してトータルの保障の提供等を
行うことができる。また、他の保険会社
の代理・代行は、経営資源の有効活用に
も資する。届出制への移行により、さら
に積極的に代理・代行制度を活用するこ
とができる。

現在、保険会社が他の
保険会社（外国保険業者
を含む）その他金融業を
行う者の業務の代理又は
事務の代行（内閣府令で
定めるものに限る。）を
行う場合は、その内容を
定めて、内閣総理大臣の
認可を受けなければなら
ない。

①2002年４月の銀行法等の改正により主
要株主規制が順次導入されたが、既存の
規制との関係が未整理のまま、届出対象
が拡大されてきている。同一の所管官庁
に対して、同一の法律のもと、同一内容
に関して複数の届出を、違反の場合には
行政罰を課してまで求めることは過剰で
ある。
②事業者及び行政双方の手続に係る管理
コストの削減が図れる。

2002年４月の銀行法等
の改正により主要株主規
制が順次導入されたが、
既存の規制との関係が未
整理となっている。保険
会社等の業法の規制を受
ける会社が、他の保険会
社等の主要株主である場
合、所要の変更を行った
ときには、自ら、業法の
規定に基づき必要な届出
を行うほか、別途、他の
保険会社等の主要株主と
しても届け出が求められ
ている。

①2002年４月の銀行法等の改正により主
要株主規制が順次導入されたが、既存の
規制との関係が未整理のまま、届出対象
が拡大されてきている。しかし、主要株
主規制の趣旨は主要株主の適格性にある
と考えるべきであり、銀行法、保険業法
等、業法において監督当局の規制を受け
る業種については、同時に証券取引法に
おける主要株主規制の対象とすることは
過剰である。
②事業者及び行政双方の手続に係る管理
コストの削減を図ることができる。

2002年４月の銀行法等
の改正により主要株主規
制が順次導入されたが、
既存の規制との関係が未
整理となっている。主要
株主規制は、銀行法、保
険業法、証券取引法に見
られるが、うち、証券取
引法は、主要株主と特別
の関係のある者について
も「みなし主要株主」と
し、規制の対象は他の２
法と比べても幅広く、似
て非なるものとなってい
る。例えば、銀行や保険
会社がグループ内の傘下
に証券会社があると、グ
ループ内の各社も証券取
引法上の「みなし主要株
主」として規制の対象と
なる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

有価証券報告書の提出会社
が、株式交換又は株式移転によ
る完全親会社として最近２事業
年度を経過していない場合に
は、当該株式交換又は株式移
転による完全子会社となった会
企業内容等の開
社（当該完全親会社の連結子
示に関する内閣
会社となった会社を除く。）の最
府令（第三号様
近２事業年度に係る財務諸表
式）
（連結財務諸表を作成している
場合には最近２連結会計年度
に係る連結財務諸表）を有価証
券報告書の「財務諸表等」の「そ
の他」に記載することになってい
る。

証券取引法施行
令第１条の４第３
項
証券取引法第２
条に規定する定
義に関する内閣
府令第３条の３
第２項

発行会社の完全子会社の取締
役、執行役、監査役及び従業員
（以下「取締役等」という。）に対
するストックオプションの付与は
勧誘の相手方の人数の計算に
含まれないが、当該完全子会社
が議決権を１００％保有する子
会社（発行会社からみて孫会
社）の取締役等は勧誘の相手
方の人数の計算に含まれること
になる。

短期社債を含む有価証券を公
募により発行する会社は、有価
証券届出書又は発行登録書を
証券取引法第4
内閣総理大臣に提出して行なう
条第1項及び第2
こととされている。発行登録制度
項、第5条第1
を利用する会社は、利用適格要
項、法23条の3
件（継続開示要件及び周知性要
件）を満たさなければならないと
されている。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

c

-

措置の概要
（対応策）

有価証券報告書等の提出会
社が株式交換又は株式移転に
より非公開会社を完全子会社化
した場合、当該提出会社の連結
財務諸表（最近２連結会計年
度）は、当該完全子会社の同期
間の財務情報を加味して理解す
る必要がある。
そのためには、当該完全子会
社となった会社の最近２事業年
度分の財務情報を財務諸表形
式で有価証券報告書に記載す
る必要があり、当該完全子会社
となる会社の最終の貸借対照
表及び損益計算書を記載する
のみでは、比較可能性の観点
からは、不十分であると考えら
れる。
なお、当該情報は、提出会社
の「財務諸表等」の「その他」に
参考情報として記載を求めてい
るものであり、投資者にとって紛
らわしいとは考えられず、また、
監査証明を受ける必要はない。

Ⅲ

発行会社の完全子会社の
100％子会社の取締役、執行
役、監査役及び使用人を勧誘の
相手方の人数の計算から除外
することについては、これらの者
による当該発行会社に係る情報
の把握の容易さや、ストックオプ
ション付与に係る実務の円滑化
等を総合的に勘案して、慎重に
検討する必要がある。

-

投資者保護を図るためには、有
価証券届出書、有価証券報告
書等により有価証券の発行者
の財務内容、事業内容等を正
確、公平かつ適時に開示し、そ
れを基礎として投資者がその責
任において有価証券の価値そ
の他の投資に必要な判断をす
るための機会を与えることが必
要である。
「親会社が債務の保証を行う」こ
とは、投資判断における一つの
重要な要素ではあるが、資金調
達をしようとする発行会社の財
務内容、事業内容等は投資判
断を行うための極めて基本的な
情報であり、投資者保護の観点
から、発行会社の企業情報を開
示しなくてもよいということは考
えられない。

その他

管理コード

z0300111

z0300112

z0300113

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

株式交換等により完全子会社になった
非上場会社に関する財務諸表開示の
見直し【新規】

孫会社の役職員に対するストックオプ
ションの付与にかかる規制緩和【新規】

金融子会社発行の短期社債に関する
発行登録制度の利用適格条件の見直
し【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560175

50560176

50560178

65/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

175

株式交換または株式移転の対象によ
り、非公開会社を完全子会社化した場合
は、完全子会社の最近２事業年度の財務
株式交換等により完全子会社になった
諸表（最近２連結会計年度に係る連結財
非上場会社に関する財務諸表開示の
務諸表）の作成を不要とし、完全子会社
見直し【新規】
の最終の貸借対照表と損益計算書（商法
354①四、六）を記載すれば足りるとす
べきである。

176

親持株会社が100％持つ中間持株会社
が存在し、その中間持株会社100％保有
する子会社（親会社から見ると孫会社）
孫会社の役職員に対するストックオプ
の取締役、執行役、監査役および使用人
ションの付与にかかる規制緩和【新規】
にストックオプションを付与した場合
も、勧誘の相手方の人数の計算に含めな
いこととすべきである。

178

企業グループ内の金融子会社が発行す
る短期社債について、商法上の連結対象
金融子会社発行の短期社債に関する
（→有価証券報告書提出大会社）である
発行登録制度の利用適格条件の見直
親会社が保証を行う場合は、継続開示要
し【新規】
件を満たしていなくても、発行登録制度
を利用できるようにすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

現在、株式交換により完全子会社と
なった会社については、最近２事業年度
の財務諸表（最近２連結会計年度に係る
連結財務諸表）を作成のうえ、親会社の
有価証券報告書の所定欄に記載している
が、数ページにわたるため、投資家から
は親会社自身の財務諸表とまぎらわしい
との批判が寄せられており、投資家に
とって必要性の低い開示情報となってい
る。
一方、企業からすれば、完全子会社と
なった会社が非上場会社である場合、勘
定科目等の項目を組み替えたものを過去
に遡って算出のうえ、別途監査証明を受
けたりする必要があるなど、当該財務諸
表の開示に莫大な手間コストをかけてい
る。（５人月くらい要するともいわれ
る。）したがって、完全子会社となった
会社の最終の貸借対照表と損益計算書を
記載すれば投資家保護の点からも十分で
あり、コストの点からも望ましい。

株式交換又は株式移転
による完全親会社とし
て、２事業年度を経過し
ていない場合には、当該
株式交換又は株式移転に
よる完全子会社となった
会社（当該完全親会社の
連結子会社であった場合
を除く。）の最近２事業
年度に係る財務諸表（連
結財務諸表を作成してい
る場合には最近２連結会
計年度に係る連結財務諸
表）を「２ 財務諸表
等」の「(3)その他」に
記載しなければならな
い。

親持株会社が100%所有する中間持株会
社が100％保有している子会社は、親会
社が実質上100％所有しているといえ
る。したがって、このような孫会社につ
いては、完全子会社の場合と同様に、勧
誘の相手方の人数の計算に含めないこと
とすべきである。

親会社が保証している有価証券は、親
会社も含めたグループで資力、返済能
力、デフォルトの可能性等を判断すべき
である。したがって、商法上の連結対象
（→有価証券報告書提出大会社）である
親会社が保証を行っている金融子会社の
発行する短期社債については、グループ
全体では継続開示条件を満たしているこ
とから、発行登録制度の利用を認めるこ
とが制度の趣旨に適っている。
昨今の連結ベースでの決算・企業情報
開示、金融業務の金融専門子会社化の流
れにも沿っている。

現状では、ストックオ
プションの付与対象者
が、「発行会社」および
「その完全子会社」の取
締役、執行役、監査役お
よび使用人に限定されて
いる場合は、勧誘の相手
方の人数に含めないこと
となっている。

短期社債は、日々発行
するという商品特性上、
募集には発行登録制度の
利用が不可欠であるが、
発行者自らが継続開示
（１年間以上継続して有
価証券報告書を提出）を
行っていない場合は発行
登録制度を利用すること
ができない。
グループ内金融子会社
は、親会社の株式保有比
率が高く、自ら継続開示
条件を満たしていない場
合があるが、このとき発
行登録制度が利用でき
ず、結果として短期社債
の発行ができない状況と
なっている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

証券取引法第２
３条の６、第２３
条の７
「企業内容等の
開示に関する留
意事項につい
て」２３の７−１

証券取引法第
163条、第164条
上場会社等の役
員及び主要株主
の当該上場会社
等の特定有価証
券の売買に関す
る内閣府令第４
条、第５条

証券取引法第2
条第3項、証券取
引法第二条に規
定する定義に関
する内閣府令第
4条

制度の現状

発行登録の効力は、発行予定
期間が終了したとき及び発行登
録取下届出書を提出したときに
失効することになっており、募
集・売出しの条件決定から払込
みまでの募集・売出期間が発行
予定期間の前後にまたがるよう
な募集・売出しを行うことは、次
の発行登録の発行予定期間が
連続する場合であっても認めら
れていない。

現先取引のうち買戻条件付売
買のみが役員及び主要株主の
売買報告義務及び利益の返還
請求の適用除外とされていお
り、売現先は適用除外とされて
いない。

適格機関投資家の範囲は、内
閣府令で列挙される金融機関
等に加え、平成１５年３月及び６
月の改正により、有価証券報告
書提出会社で有価証券等の保
有額100億円以上の事業会社、
ベンチャーキャピタル会社、厚
生年金基金又は一定の非居住
者で金融庁長官に届出を行った
者等について、適格機関投資家
の範囲を拡大している。
また、平成１６年１１月に、適格
機関投資家に係る届出期間を
原稿の年１回（７月）から年２回
（７月及び１月）とするとともに、
適格機関投資家である期間を
現行の１年間から２年間とする
ための所要の措置を行ってい
る。

措置の 措置の
分類
内容

c
d(「措
置の
概要」
を参
照)

b

c

-

措置の概要
（対応策）

発行登録は将来の発行限度額
や発行予定期間等をあらかじめ
投資者に開示する制度であり、
次の発行登録の発行予定期間
が連続する場合であっても、前
後の発行予定期間にまたがって
募集・売出しが行われることは
制度の枠組みそのものを変更
することになり、適切ではないも
のと考えられる。
また、発行登録者は、いつでも
任意に発行登録を取り下げるこ
とができることとされており、現
行の制度においても、取下げと
次の発行登録を適宜組合わせ
て行うことにより、募集・売出し
の日程に影響がないよう次の発
行登録の効力を発生させること
が可能である。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

-

個人投資者を「適格機関投資
家」の範囲に加えることについ
ては、平成１４年１２月の金融審
議会第一部会報告において、
「従来の適格機関投資家である
金融機関等への対応と個人投
資家への対応は大きく異なるこ
となどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への
拡大の実情を評価することとし、
現時点において、個人投資家を
適格機関投資家の範囲に加え
ることは時期尚早と考えられる」
とされたところである。
まず、ベンチャーキャピタル会社
等への拡大について、実情を評
価することが先決であるが、昨
年度から導入されたものであ
り、今後の実績を考慮し、また、
米国での現状を踏まえながら評
価する必要があるため、個人投
資者について適格機関投資家
の範囲に加えることは措置困
難。

その他

管理コード

z0300114

z0300115

z0300116

制度の
所管官庁

項目

金融庁

発行登録制度の発行予定期間に関す
る見直し【新規】

金融庁

現先取引にかかる売買規制の適用除
外

金融庁

適格機関投資家の範囲拡大

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560179

50560180

50560181

66/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

発行登録制度は、届け
出た発行予定期間内に、
各募集・売出の条件決定
から払込までを終えなけ
ればならない仕組みと
なっている（証取法23の
６、23の７）。
したがって、発行予定
期間終了近くになると、
払込日が期間内に収まる
ように日程調整する結
果、条件決定期間が限定
されてしまい、金利動向
を睨んだ機動的な条件決
定ができない。

現在、現先取引につい
ては、売現先だけが、証
取法163、164条の適用除
外として認められている
（上場会社証券売買令４
条９号、５条）。

179

発行登録制度に関して、発行予定期間
が連続している（前の発行予定期間終了
発行登録制度の発行予定期間に関す 後、即、次の発行予定期間がスタートす
る）ことを条件として、募集・売出しの
る見直し【新規】
条件決定から払込が前後の発行予定期間
にまたがることも認めるべきである。

発行登録制度に関して、前後の発行予
定期間の連続性を条件として、募集・売
出しの条件決定から払込が前後の発行予
定期間にまたがることが認められると、
発行予定期間の終了を意識することな
く、自由なタイミングで条件決定をする
ことができ、市中金利の動向を睨んだ機
動的な資金調達が可能となる。 募集・
売出の条件決定から払込までは長くても
１ヵ月程度であり、条件決定が発行予定
期間内に行われている以上、たまたま払
込みが当該発行予定期間を過ぎてなされ
ても、発行登録制度の趣旨は失われな
い。
更に、前後の発行予定期間の連続性を条
件とすることにより、募集・売出に関す
る何らかの行為が未登録期間に行われる
ということも防止できる。イギリスやア
メリカの発行登録制度も本要望と同様の
仕組みとなっており、資金調達における
日本市場の不利な状況を解消する必要が
ある。

180

現先取引にかかる売買規制の適用除
外

資金の調達と運用は密接に結びついて
おり、現先取引においても売現先と買現
先の片方のみが行われることは、実務上
想定され得ない。売現先が適用除外と
なっている以上、買現先についても適用
除外とすべきである。

181

適格機関投資家の範囲拡大

売現先だけでなく、買現先についても
適用除外とすべきである。

事業会社について、上記の金額制限
を、たとえば５億円程度とすることを検
討すべきである。
また、個人投資家についても、資力に
一定の制限（例：投資資産１億円以上）
をつけた上で、届出を行ったものについ
ては適格機関投資家を付与すべきであ
る。

わが国資本市場の一層の発展と経済活
性化のためには、様々なニーズに対応し
た金融商品の開発と普及が不可欠であ
り、投資家の専門的知識をベースに機動
的・迅速に募集できる私募市場の拡大が
その鍵を握っている。私募市場の投資家
としては、従来の金融機関では積極的な
リスクテイクに限界があることから、資
力とその意志ある事業会社、個人投資家
を増やしてことが市場の厚みにつなが
る。

現在、適格機関投資家
は銀行等の金融機関や一
部の事業会社に限定され
ている。このうち、事業
会社については、以前は
貸借対照表の「有価証
券」及び「投資有価証
券」の金額が100億円以
上のもので金融庁長官に
届出を行ったものとされ
ている（定義府令４①二
十一）。
また、個人投資家は、
適格機関投資家（有価証
券に対する投資に係る専
門的知識を有する者とし
て内閣府令に定めるもの
（法３①一）として、認
められていない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

現行信託法には，信託受益権
の譲渡及び有価証券化に関す
る規定は存在しない。
投資信託又は外国投資信託の
受益権，貸付信託の受益権，特
社債等の振替に
定目的信託の受益権は，いず
関する法律第６
れも有価証券化の規定があり，
章
かつ，振替の対象となっている
が，それ以外の信託受益権は，
有価証券化の規定はなく，か
つ，振替の対象ともなっていな
い。

投資信託及び投
資法人に関する
法律第33条、第
58条、第59条、
第220条

証券取引法第
166条 会社関
係者等の有価証
券の取引規制に
関する内閣府令
第1条の2

受益証券等の発行者は外国投
資信託、外国投資証券の募集
の取扱い等が行われる場合に、
あらかじめ金融庁長官に届け出
なければならない。

新株発行に関しては、発行価額
の総額が１億円未満の場合に
は、軽微基準に該当するが、発
行株式数に対する割合につい
ては軽微基準は設けられていな
い。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の
見直しに関する専門部会を設置
し，具体的な調査審議を進め，
平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に
提出することを目途として作業
を行っているところである。
信託受益権の有価証券化及び
それに伴う関係法律の規定の
整備については，現行法制下に
おける種々の問題点の把握や
分析に努めている段階であり，
現時点では検討の方向性は未
定であるが，いずれも法制審議
会における審議の内容を踏まえ
て上記の関係法案提出までに
は所要の結論を明らかにする予
定である。

-

外国投資信託等についても国
内での販売が行われる場合に
は、投資者保護の観点から、国
内投資信託等に係る投資信託
約款等の当局への届出、販売
の差止め命令等と同様の措置
を講じる必要がある。
当局への届出は、契約の当事
者であり、運用に対して責任を
負う発行者が行うことが必要で
あるが、販売会社が外国投資信
託等の日本における代理人と
なって当局への届出を行うこと
で、取扱いは可能となると考え
られる。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

その他

管理コード

z0300117

z0300118

z0300119

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 一般の信託受益権を振替制度の対象
とすること
省

金融庁

金融庁

外国で上場されている「外国投資信
託」、「外国投信証券」の国内販売にお
ける規制緩和

新株発行に係る軽微基準の見直し【新
規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560182

50560183

50560184

67/102

要望
事項
補助
番号

21

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

182

183

184

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

一般の信託受益権について、口座簿の
信託受益権の振替制度の利用可能化 記載により権利が定まり、振替により権
利移転できるように法制度を整えるべき
【新規】
である。

外国で上場されている「外国投資信
託」、「外国投資証券」については、国
内投資家の注文を取次ぐ責任を負う国内
外国で上場されている「外国投資信
販売事業者に販売の届出を行わせる方法
託」、「外国投信証券」の国内販売にお
を選択肢として導入すべきである。併せ
ける規制緩和
て、発行者による運用報告書に代えて、
国内販売業者が投資家保護に必要不可欠
な事項のディスクロージャーを行うこと
を可能とすべきである。

公開買付に係る重要事実の軽微基準も
踏まえ、年間に発行する新株が、発行済
新株発行に係る軽微基準の見直し【新
株式総数の一定割合(例えば、2.5％未
規】
満)であれば、重要事実に当たらないと
すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

近年、住宅ローンの証券化商品（ＲＭ
ＢＳ）は顕著に増えており（03年度は前
年度の倍以上、04年度も半期にして既に
前年度水準を上回っており９月末時点で
8000億円強）、その大半が一般の信託受
益権方式によるものである。この市場を
更に拡大するには、流通市場の拡大が不
可欠である(注)。しかしながら、発行市
場の盛況と比較して、流通市場は未だ未
成熟である。その理由の1つとして、一
般の信託受益権の譲渡手続の煩雑さが指
摘されている。一般の信託受益権につい
ても、振替制度を導入することにより、
流通市場の厚みが増し、それによる発行
市場の更なる拡大が期待できる。なお、
現行法制下で振替制度の対象となってい
る特定目的信託方式の信託受益権は、流
動化計画の届出、税にかかわる導管性、
信託自体のガバナンス条件等制約条件が
多く、住宅ローンの証券化における利用
は皆無に近い。(注) 住宅ローンは一般
に長期のものであり、投資家は長期固定
金利のリスクを回避する傾向があること
から、「売り」によって投資資金を回収
できる方法が整備される必要がある。

民法上は資産流動化法
に定める特定目的信託の
受益権は、社債等振替法
の適用の対象となってい
るが（社振法125）、一
般の信託受益権は、証取
法第２条第１項に定める
「みなし有価証券」で
あっても、社債等振替法
の対象となっていない。
一般の信託受益権の譲
渡は、民法上は指名債権
譲渡として取り扱われる
ため、通常は、売買当事
者間で受益権譲渡契約を
取り交わし、債務者（信
託の受託者）の異議なき
承諾により対抗要件を取
得して（民法467）、権
利の移転を行っており、
大変煩雑な手続となって
いる。

①外国で上場されている「外国投資信
託」、「外国投信」の中には、国内で募
集・売出が行われていなくても、国内投
資家の購入希望の多い商品があるが、
「外国投資信託」、「外国投信」の発行
者が事前届出義務や「運用報告書」の作
成義務を履行していない場合には、投資
家は当該商品を国内で購入することがで
きず、投資家ニーズに十分に応えられて
いないのが実情である。②左記に提案す
る方法によっても、投資家保護は十分図
られ、また、監督当局による事情把握も
可能である。③投資信託よりも一般的に
リスクが高い外国株式については、国内
で募集・売出が行われていなければ、そ
の販売取次ぎを行うにあたり、発行者に
届出義務や運用報告書作成義務は課せら
れていないことと比較しても、本規定は
不合理である。

「外国投資信託」、
「外国投資証券」を国内
販売する場合、外国の発
行者に、事前届出義務
（投信法33､59）、「運
用報告書」の交付義務
(投信法58､220）が課せ
られている。

新株発行が株価に影響を与えるのは、
議決権の希釈化等が生じるためであり、
資本金の規模の大小と無関係に発行価額
の総額を基準とすることは合理的ではな
い。因みに、公開買付の軽微基準は年間
の買い集め株数が発行済み株式数の2.5%
未満とされており、これを株式需給関連
の情報についての軽微基準と位置付ける
ことも可能と考えられる。

現行法上、新株発行に
関しては、発行価額の総
額が１億円未満の場合に
は、軽微基準に該当し、
重要事実にあたらないと
されている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

証券取引法第
166条

制度の現状

自己株式の取得・処分に関して
は軽微基準が設けられていな
い。

証券取引法第 子会社の解散に関しては、軽微
166条
基準が設けられていない。

証券取引法第
166条 会社関
係者等の有価証
券の取引規制に
関する内閣府令
第4条の4

子会社等の業績予想の変動に
ついては、軽微基準に該当しな
い限り、親会社の会社関係者に
とっての重要事実とされている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

z0300120

金融庁

自己株式の取得・処分に係る軽微基準
の創設【新規】

5056

50560185

11

z0300121

z0300122

金融庁

金融庁

子会社の解散に係る軽微基準の創設
【新規】

上場子会社等の業績予想の変動の重
要事実からの削除【新規】

5056

5056

50560186

50560187

68/102

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

185

自己株式の取得・処分について、軽微
自己株式の取得・処分に係る軽微基準
基準を設けるべきである（例えば、発行
の創設【新規】
済株式総数の2.5％)。

自己株式の処分と類似の性格を有する
新株発行については軽微基準が設けられ 現行法上、自己株式の
ていることと比べ、均衡を失しており、 取得・処分に関しては軽
これにより、発行体による株主への利益 微基準が設けられていな
還元が制約されているとともに、資本政 い。
策の機動的な展開が阻害されている。

186

営業または事業の全部又は一部の休止
又は廃止と同様、当該子会社の解散によ
り減少する連結ベースの売上高が、解散
後３事業年度にわたり、当該子会社解散
前の事業年度の連結ベースの売上高の一
定割合(例えば、10％未満)であると見込
まれる場合には、重要事実にあたらない
とすべきである。

営業または事業の全部又は一部の休止
又は廃止について軽微基準が設けられて 現行法上、子会社の解
いることと比べ、均衡を失しており、ま 散に関しては、軽微基準
た、結果として、機動的な事業の再編が が設けられていない。
阻害されている。

187

子会社の解散に係る軽微基準の創設
【新規】

上場子会社等の業績予想の変動につい
上場子会社等の業績予想の変動の重
ては、親会社側にとっての重要事実から
要事実からの削除【新規】
削除すべきである。

親会社にとって重要でない小さな上場
子会社であっても、当該子会社にとって
大きな業績予想の変動であれば、すべて
親会社側の重要事実となることとなり、
合理的ではない。親会社の属する企業集
団の業績予想等の変動は親会社の会社関
係者にとって引き続き重要事実であり、
特段の弊害はない。

現行法上、上場子会社
等の業績予想の変動につ
いては、軽微基準に該当
しない限り、親会社の会
社関係者にとっての重要
事実とされている。ま
た、当該軽微基準は、当
該子会社単体ベースで設
定されている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

証券取引法第
166条 会社関
係者等の有価証
券の取引規制に
関する内閣府令
第6条

①知る前計画に基づく株式売買
については、一部適用除外と
なっているが②投資顧問会社、
信託銀行、証券会社等に運用を
委託している株式売買③取引先
持株会による株式売買は適用
除外とされていない。

信託業法
信託代理店については、兼営法施
金融機関の信託
行規則第７条の２の２により銀行等
業務の兼営等に関
の金融機関が規定されている。
する法律

・ 信用金庫法第
５４条の１５第１
項第１号イ、信用
金庫法施行規則
第１０条の５第２
項第３号
・ 平成10年金融
監督庁・大蔵省
告示第11号（信
用金庫法施行規
則第十条の五第
二項第三号及び
第三十五号の規
定に基づく信用
金庫又は信用金
庫連合会の子会
社が営むことの
できる業務から
除かれる業務等
を定める件）
・ 中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指針
Ⅲ−２−７−１
（３）①信用保証
業務

・信用金庫の子会社等は、債務
保証業務のうち、事業者に対す
る事業の用に供する資金に関
するものについては、営むこと
が認められていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

ａ

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方
については、投資家､発行者､市
場関係者及び規制当局等の意
見を踏まえ、法制面の論点を中
心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会におい
ては、投資サービス法案につい
て審議が進められており、要望
事項についても、今後の金融審
議会第一部会における審議の
中で検討を行っていく予定

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、信託契約の取
次ぎのみを行う者については、その
範囲を幅広く認める方向で検討を
行うことが適当とされ、また、信託
業務の委託については、委託を受
ける者の適格性を監督当局におい
て判断することが適当とされたとこ
ろである。この報告を踏まえ、信託
業法案を第159回通常国会に提出
し同国会において閉会中審査案件
とされたが、第161回臨時国会にお
いて成立。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンに
ついては、画一的かつ大量の処
理が可能であり、関連会社によ
る集中的処理を行うことが効率
的であること等から、信用金庫
の子会社が同ローンに係る信
用保証業務を行っている。
信用金庫の子会社が事業性
ローンに係る信用保証業務を行
うことについて、信用金庫経営
の健全性の観点から検討を行
う。

その他

管理コード

z0300123

z0300125

z0300126

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

インサイダー取引規制に関するセーフ
ハーバーの拡大【新規】

信託業務の拡大

信用金庫の子会社等による信用保証
業務の拡大

要望
管理番号

5056

5059

5059

要望事項
管理番号

50560188

50590002

50590003

69/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

188

2

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

①重要事実の存在や、その発生を知る
前に作成した計画（「知る前計画」）に
基づく株式売買(継続的な売買でない売
買を含む) 、②投資顧問会社、信託銀
インサイダー取引規制に関するセーフ
行、証券会社等に運用を委託している株
ハーバーの拡大【新規】
式売買、③取引先持株会による株式の買
入れも、セーフハーバー（適用除外取
引）に追加すべきである。

要望理由

その他
（特記事項）

適用除外となっている役員・従業員持
現行法上、インサイ
株会による取得と同様に、恣意が入る余
ダー取引規制に係る適用
地がない取引であることが明確な場合に
除外取引は、内閣府令で
は、インサイダー取引規制の適用除外と
限定列挙されている。
するのが合理的である。

信託業務の拡大

信用金庫の会員・顧客には高齢者が比較
的多く、信託代理店となっている信用金
庫では、会員・顧客から遺言関連業務の
取扱いニーズが高くなっている。また信
（信託兼営法による規制の撤廃）信託代
信託業務の取り扱い拡大により、地域の 用金庫では、金融商品の多様化を受け、
理店（信金本体の場合も同様。以下同
高齢化の進展と会員・顧客のライフプラ 顧客起点のビジネスとして、会員・顧客
新規
じ。）の取扱い業務として、遺言関連に
ンに応じた最適なバランスシートづくり のライフステージにあった最適なバラン
ついては早期実施、不動産関連業務は解
スシートづくりを基本としている。そこ
が可能となる。
禁する。
で、不動産関連業務（遺言関連に関係す
る不動産関連業務も含む）の取扱いが可
能とならなければ、こうしたサービス提
供が完結しない。

信用金庫の子会社等による信用保証
業務の拡大

子会社等において事業性資金に係る信用
保証業務が可能となることにより、会員
（信用金庫法による規制の撤廃）信用金 である中小企業者のニーズに即した柔軟
庫の子会社等で信用保証業務を営む会社 な商品設計が可能となる。また親金庫で
の事業範囲について、事業性資金に係る 培った中小企業金融に関するノウハウが
子会社等でも活用でき、信用コスト及び
保証業務を解禁する。
コミットメントコストの縮減化にもつな
がってくるものと考えられる。

現在の監督指針では、子会社等による信
用保証業務は、原則として住宅ローン等
消費者ローンに限定されている。しか
し、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の
要にもなっている中小企業金融（個人事
新規
業主も含む）の再生を図るためには、他
の保証機関との連携だけではなく、自金
庫のグループ会社である信用保証会社の
経営資源も有効に活用した、担保・保証
に過度に依存しない融資の仕組みを開発
することができる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

信用金庫法第５
４条の１５第８
項、告示第１６号
（平成１６年３月３
１日）

制度の現状

従属業務を行う子会社は親であ
る金庫あるいは子会社からの収
入の額の合計額の総収入の額
に占める割合が50％以上でな
ければならない。

本人名義の預金を担保として貸
し付けることは認められている
信用金庫法施行
が、第三者名義の預金を担保と
令第8条
して貸し付けることは認められて
いない。

普通銀行、保険会社、ノンバン
クにおいても社債（劣後債を含
信用金庫法上に む。）の発行が認められている
定めがない。 が、信用金庫においては、業法
に規定がなく、発行することがで
きない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

従属業務そのものは信用金庫
の業務からみれば他業である
が、経営の効率化等を図る観点
から、収入依存度規制を課すこ
とにより、主として当該信用金庫
のために営む会社を子会社とす
ることを認めているものである。
したがって、複数の金庫等が従
属業務を営む会社を共同で設
立するか否かについては、信用
金庫の経営の効率化等の必要
性を踏まえつつ、また、銀行に
おいても同様の規制が課せられ
ていることから、その検討状況
を踏まえつつ、検討を行う。

Ⅱ

○ 信用金庫は、会員の相互扶
助を基本とする協同組織金融機
関であることから、員外貸付に
ついては、例外的に本来業務を
妨げない範囲内で認められてい
るものである。
○ このことにより、第三者の預
金を担保とした員外融資を検討
するに当たっては、信用金庫の
協同組織金融機関としての位置
付けを踏まえつつ、第三者の預
金を担保とした員外融資につい
て、実体上どの程度ニーズがあ
るのかを検証した上での検討を
行っていく必要があると考えて
いる。

Ⅰ

協同組織金融機関は会員から
の自己資本調達が原則である
こと、すでに外部からの資本調
達手段として優先出資が制度化
されていること、及び協同組織
であることから各種政策支援措
置が講じられていること等に留
意しつつ、そのニーズも踏まえ、
慎重に検討する必要がある。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300127

金融庁

z0300128

z0300129

金融庁

金融庁

項目

従属業務における収入依存度規制の
緩和

預積金を担保にした員外貸出の拡大

劣後債の発行

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5059

50590004

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

4

5059

5059

50590005

50590007

70/102

11

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

5

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

従属業務における収入依存度規制の
緩和

例えば、一の信用金庫の従属業務子会社
信用金庫同士、会員中小企業等との協同
（信用金庫法による規制の緩和）親金庫 が近隣の信用金庫の従属業務を引き受け
事業として、従属業務子会社による協働
新規
からの５０％収入依存度規制を緩和す る場合等、信用金庫同士、会員中小企業
事業、親金庫・子会社一体によるより効
等との協働事業として従属業務を営むこ
る。
率的な地域貢献ができるようになる。
とができるようになる。

預積金を担保にした員外貸出の拡大

協働組織性を阻害しない範囲内（会員へ
の貸出に支障が出ない範囲内）で、会員
（信用金庫法による規制の緩和）員外貸 以外の者に対する貸出ができるようにす
出のなかに、第三者名義預金を担保にし ることによって、地域金融機関としての
役割も果たし、持続可能性のある地域社
た資金の貸付を含める.
会づくりに向けて、広く貢献できるよう
にする。

地域社会では現在、NPO法人やワーカー
ズ・コレクティブ等様々な形態のソー
シャル・ベンチャー（市民活動）が礎と
なり、地域社会の課題解決に向けて自発
的に取組み、実績を出している。そして
こうしたソーシャル・ベンチャーは、共
通の認識を持った者同士が資金を持ち
寄って事業を運営する場合が多くなって
いる。そこで、ソーシャル・ベンチャー
の代表者（会員以外の者）が、自己の預 新規
金以外に、運営に共感するその他の会員
以外の者が持っている預金を担保に信用
金庫から借入することができるようにな
れば、信用金庫の経営支援、ネットワー
クの活用等も含めた事業支援が可能と
なってくる。なお、この場合であって
も、信用金庫法施行令第８条第２項の規
制がかかるため、会員への業務遂行を妨
げるものではない。

劣後債の発行

劣後債は、資金の出し手との相対交渉に
よって決まる劣後ローンに比べて流通性
が高く、投資家も投資しやすい。また、
（信用金庫法による規制の撤廃）自己資 環境変化に対応した資金調達手段の多様
本の充実策として、社債の一種である劣 化の観点から、将来的には普通社債の発
行を視野に入れた法整備を図る。社債の
後債の発行を認める。
発行は、信用金庫の協同組織性を阻害す
るものではなく、資本調達力及び資金供
給力をさらに高めるものである。

信用金庫の自己資本充実策としては、普
通出資、優先出資、劣後ローンの３種類
がある。現行のＢＩＳ規制のみならず、
２００６年度末から適用を予定している
新ＢＩＳ規制においては、リスクバッ
ファーとしての自己資本を起点としたマ
ネジメントが重視される傾向にある。 継続
そこで、協同組織制度の根幹に抵触しな
い範囲で、資本充実手段の多様化に向け
た環境整備を図る必要がある。 これに
より、信用金庫の資本政策がより柔軟に
なり、会員向け金融サービスがより充実
できるようになる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

会員の脱退（自由脱退）に際し、
当該会員の出資持分を譲り受
ける者がいない場合は、金庫は
信用金庫法第16 出資総口数の100分の5に相当
条、第17条、第 する持分を限度に、一時的にそ
21条
の出資金を譲り受けることがで
きる。譲り受けた持分は速やか
に処分（会員等への譲渡）しな
ければならない。

信用金庫法第57 信用金庫における剰余金の配
条
当は金銭に限られている。

信用金庫法上、「会員たる資格
の喪失」、「死亡又は解散」、「破
信用金庫法第17
産」、「除名」、「持分の全部の喪
条
失」など、法定脱退自由は個別
に列挙されている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

信用金庫における出資持分の
消却制度の導入については、信
用金庫の資本維持、協同組織
の特性、及び持分の消却の必
要性等について慎重な検討が
必要である。
（注）金融機関等の組織再編成
の促進に関する特別措置法（平
成15年1月1日施行）において
は、合併及び営業全部の譲受
けに伴い信用金庫が会員から
譲り受けた持分について、一定
の要件のもとに期間を定めて消
却できる措置を講じたところであ
り、その実施状況も勘案する必
要がある。

Ⅰ

信用金庫等の協同組織の会
員・組合員は中小・零細企業者
や個人であり、その剰余金は金
銭により会員に還元されるのが
基本であることから、配当を出
資により行い、内部留保するこ
とについては、慎重な検討が必
要と考えられる。

Ⅰ

法定脱退は、法律で定められた
一定の事由が発生したことによ
り、会員の意思にかかわりなく
信用金庫法上当然に脱退の効
果が発生するものであり、その
事由の拡大については、どのよ
うな具体的なケースを想定する
か等を踏まえ、会員の権利保護
等の観点からも慎重に検討する
必要がある。

その他

管理コード

z0300130

z0300131

z0300132

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

普通出資の消却

出資による配当の導入

会員の法定脱退事由の拡大

要望
管理番号

5059

5059

5059

要望事項
管理番号

50590008

50590009

50590011

71/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

8

9

11

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信用金庫は、会員による互恵互助を基本
とした協同組織金融機関である。した
がって信用金庫の資本政策上、普通出資
の増強が必要となる場合には会員に増口
を依頼することとなる。しかしその後、
資本が充実し余剰資金がある場合には、
それを増口に応じた会員に返却する（消
却）ことは、会員の自益権を害するもの
継続
ではなく、また協同組織の運営上もあり
うる選択肢である。また、会員は口数に
かかわらず１個の自益権を有しているこ
とから、上記ケース以外の場合において
も、余剰資金の範囲内でかつ健全性が中
長期的にも維持できる範囲内で、普通出
資の消却が可能となれば、信用金庫の資
本政策の選択肢も広がることとなる。

普通出資の消却

「金融機関等の組織再編成の促進に関す
る特別措置法」で一部手当てされたが、
（信用金庫法による規制の撤廃）普通出
組織再編成に限らず、商法第２１２条、
資の消却制度は、協同組織の互恵互助の
第２１３条の趣旨を準用し、普通出資金
機能をより高めていくものである。
の消却ができるよう、信用金庫法に手当
てを行う。

出資による配当の導入

信用金庫は、会員による互恵互助を基本
とした協同組織金融機関である。した
がって、会員による自治に基づき、総
（信用金庫法の規制の緩和）現金配当の
総(代)会の決議で出資による配当を可能
(代)会の決議において、現金配当のほか 継続
ほか、出資による配当も選択できるよう
とする。
出資による配当ができるようになれば、
にする。
会員による自治がより強固なものとな
る。

会員の法定脱退事由の拡大

信用金庫は、会員による自治に基づいて
運営されている協同組織金融機関であ
る。したがって、総(代)会決議によって
定められる定款に会員の法定脱退事由を
定めることは、協同組織の本質と整合性
がある。また、現行の法定脱退事由では
（信用金庫法の規制の緩和）協同組織の
会員の法定脱退事由に「定款に定める事 「破産」のみを規定していることから、
継続
原点である「会員による自治」を活かし
民事再生法等再建型倒産法制を活用して
由の発生」を追加する。
た枠組みとする。
再起を図る場合、引き続き会員として残
ることとなる。この場合でも法定脱退と
すれば借入金を減らすことができるよう
になる。なお民事再生決定後は、改めて
会員になることで資金調達に支障が生じ
なくなる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

会員及び金庫の債権者は、正
当な理由がある限り何時でも理
信用金庫法第36 事に対し、総会、理事会の議事
録及び会員名簿の書類の閲覧
条
又は謄本を求めることができ
る。

総会における議決権の行使に
ついて、書面及び電磁的方法に
よる行使を認める規定はない。
(注)株式会社においては、平成
信用金庫法第12 13年の商法改正により①代理
条、第47条
人による議決権の行使、②総会
に出席しない株主の書面による
議決権行使、③電磁的方法によ
る議決権の行使が行なえるよう
になった。

・ 発起人は、金庫の定款を作
成し、これに署名しなければなら
ない。また理事は、定款を各事
務所に備え置かなければならな
い。
・ 理事は、事業年度ごとに業務
報告書等を作成し、理事会の承
認を受けなければならない。ま
た、理事は通常総会の会日の２
週間前から、業務報告書等を５
年間主たる事務所に、その謄本
を３年間従たる事務所に備えて
信用金庫法第23
置かなければならない。
条、第36条、第
・ これらについては、電磁的方
37条、第39条
法によることはできない。
（注）株式会社においては、商法
改正により定款や計算書類を電
磁的記録をもって作成すること
ができることとなり、定款に対す
る署名も電磁的署名により行う
ことが可能になった。また、定款
や計算書類を電磁的方法で作
成した場合には、電磁的記録を
備え置き交付することができる
こととなった。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

a

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

Ⅰ

信用金庫は出資者を会員とする
協同組織金融機関であり、会員
の議事録閲覧権は会員の共益
権（経営に参与する目的とする
権利）の一つと解されている。
会員は株主と異なり、金庫の事
業を利用するために出資が必
要であり、また、、株式と異なり
出資の譲渡には制限が付され
ていることなどから、議事録の
閲覧又は謄写のような会員とし
ての権利行使は十分に保護さ
れる必要がある。さらに、制度
上、正当な理由があればこれを
拒むことも可能であること等を踏
まえると措置困難である。

Ⅰ

協同組織金融機関についても、
具体的な内容について検討を
行う。

z0300134

金融庁

信用金庫における書面または電磁的方
法による議決権の行使

5059

50590015

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

15

信用金庫における書面または電磁的方
（信用金庫法の規制緩和）右記同様
法による議決権の行使

Ⅰ

信用金庫における計算書類・定
款・理事会の議事録・会員名簿
の電磁的方法による対応につ
いては、「民間事業者等が行う
書面の保存等における情報通
信の技術の利用に関する法律」
（平成16年12月1日公布、平成
17年4月1日施行予定）により対
応予定。

z0300135

金融庁

信用金庫における計算書類・定款・理
事会の議事録・会員名簿の電磁的方法
による対応

5059

50590016

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

16

信用金庫及び信用金庫連合会について
信用金庫における計算書類・定款・理
（信用金庫法による規制の緩和）右記同 も、株式会社と同様に、電磁的記録の作
事会の議事録・会員名簿の電磁的方法
成をもって商業帳簿等の作成に代えるこ
様
による対応
とができるようにする。

z0300133

金融庁

会員及び債権者による理事会議事録
閲覧・謄写請求権の制限

5059

50590014

72/102

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

14

会員及び債権者による理事会議事録
閲覧・謄写請求権の制限

要望理由

理事会は最終的な業務執行機関であり、
そこでは、金庫の経営にかかわる重大な
秘密事項も検討される。しかし、正当な
理由の判断基準について判例上確立され
ていないことから、現状の法制度では、
金庫は理事会で重要事項を討議せず、常
（信用金庫法の規制の撤廃）会員及び債
会員及び債権者による理事会議事録の閲 務会等の法定外機関で実質的な決定をす
権者による理事会議事録の閲覧・謄写請
覧・謄写請求については、裁判所の許可 る等ガバナンス機能を弱める可能性があ 継続
求手続きについて、公的機関の関与を設
る。また、裁判所の許可制度にすること
を必要とする。
ける。
により、会員等による権利濫用的な閲覧
請求が防止できる。なお指摘がありまし
た「株式と異なり出資の譲渡には制限が
付されていること」が措置困難の理由に
挙げられているが、信金法第１６条で、
株式と同じ自由譲渡性がある。

信用組合では、中小企業等協同組合法第
５５条により、総会に代えて総代会を設
信用金庫及び信用金庫連合会の会員につ
けることができるようになっている。ま
いても、信用組合や株式会社と同様に電
た、同法第１１条第３項では、定款の定 継続
磁的方法で議決権が行使できるようにす
めるところにより、書面に代えて、電磁
る。
的方法により議決権を行使できるように
なっている。

信用金庫法上必要とされる書類の作成を
電磁的方法によることができるようにな
継続
れば、信用金庫等の書類作成費及び管理
費等のコスト削減にもつながる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

協同組織金融機関が発行する
協同組織金融機
優先出資については、1口に満
関の優先出資に
たない優先出資の制度が認め
関する法律
られていない。

協同組織金融機関の優先出資
の発行価額等については、その
都度主務大臣の認可を受けな
協同組織金融機
ければならない。
関の優先出資に 協同組織金融機関は、払込期
関する法律
日の2週間前までに、発行価額
等を公告し、又は普通出資者及
び優先出資者に通知しなけれ
ばならない。

協同組織金融機関が発行する
協同組織金融機
優先出資については、新優先出
関の優先出資に
資予約権の発行が認められて
関する法律
いない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

商法における株式会社の端株
制度が会社法制の現代化によ
る商法改正により廃止となる予
定であるため、改正内容を見極
めつつ、慎重に検討する必要が
ある。

商法と同様の規定を優先出資
に関して導入することについて
は、発行手続の短縮化の必要
性等、実務におけるニーズを十
分把握した上で慎重に検討する
必要がある。

株式会社の新株予約権は、ス
トックオプションの付与、新株予
約権付社債の発行等により会
社の資金調達手段を多様化す
る等の観点から導入されたもの
である。協同組織金融機関の優
先出資は、協同組織性を踏まえ
つつ普通出資を補完するものと
して導入された制度であること
から、新たに優先出資予約権の
制度を導入することについて
は、実務におけるニーズを十分
把握した上で、慎重に検討すべ
きと考えられる。

その他

管理コード

z0300136

z0300137

z0300138

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

協同組織金融機関が発行する優先出
資に係る1口に満たない優先出資制度
の創設

商法第280条ノ2第5項および同法第280
条ノ3ノ2の優先出資への準用

新優先出資予約権および新優先出資
予約権付債券の発行解禁

要望
管理番号

5059

5059

5059

要望事項
管理番号

50590017

50590018

50590019

73/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

要望
事項番号

17

18

19

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

協同組織金融機関が発行する優先出
資に係る1口に満たない優先出資制度 （優先出資法の規制の撤廃）右記同様
の創設

協同組織金融機関の発行する優先出資に
ついては、1口に満たない優先出資の制
度がないため、優先出資の分割を実施す
協同組織金融機関が発行する優先出資に るにつき支障を生ずるおそれがある。
関して、端株制度に準じた1口に満たな なお、会社法制の現代化のための商法改 継続
正により、端株制度が廃止され、単元株
い優先出資の制度を創設する。
制度に一本化された場合には、優先出資
について単元株に相当する制度の創設を
検討すべきである。

商法第280条ノ2第5項および同法第280
（優先出資法の規制の緩和）右記同様
条ノ3ノ2の優先出資への準用

協同組織金融機関の優先出資発行に係る
決定事項および公告・通知事項のうち発
行価額については、市場価格がある優先
出資を公正な価額で発行する場合には、
株式会社と同様、発行価額の決定方法を
定めれば足りることとする。

平成13年10月1日に施行された改正商法
により、新株発行に係る取締役会決議事
項および公告・通知事項のうち発行価額
については、市場価格がある株式を公正
な価額で発行する場合には、具体的な発
行価額まで決定･公告等をする必要はな
く、その決定の方法を定めれば足りるこ
ととされた。これらの規定が優先出資の
発行にも準用されることとなれば、発行 継続
価額の決定から払込みまでの期間を相当
短縮して、その期間内の価格変動リスク
を軽減することができる。現在行われて
いる公募増資の実務では、ブックビル
ディング方式により発行価額を決定する
旨を定める方法で短縮した発行スケ
ジュールを採用することが一般的になっ
ている。

新優先出資予約権および新優先出資
予約権付債券の発行解禁

協同組織金融機関が発行する優先出資に
関して、株式会社が発行する新株予約権
および新株予約権付社債に相当する制度
を導入する。

株式会社については、従来から転換社債
および新株引受権付社債の発行が認めら
れ、また、平成14年4月からは新株予約
権の発行が解禁されている。協同組織金
継続
融機関についても、新優先出資予約権お
よび新優先出資予約権付債券の発行を解
禁することにより、資金調達手段の多様
化等を図ることができる。

（優先出資法の規制の撤廃)右記同様

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

現行の保険募集制度では、損
害保険を募集する損害保険代
保険業法第２
理店は損害保険会社と直接代
条、第２７５条等
理店委託契約を結ぶ必要があ
る。

卒業生金融の取扱いは、次のと
信用金庫法施行
おりとなっている。
令第８条第１項
会員であった期間が3年以上5
第２号、大蔵省
年未満 脱退の時から5年間
告示第71号（昭
会員であった期間が5年以上 脱
43．６．１）
退の時から10年間

信金中央金庫代理貸付に係る
債務保証は、信用金庫法第89
条において準用する銀行法第
13条により、大口信用供与規制
の対象となっている。
なお、国民生活金融公庫等の
公的金融期間の代理貸付に係
る保証については、信用金庫法
施行規則第16条の2により大口
信用金庫法施行
信用供与規制の対象から除外
規則第16条の２
されている。
第１項第２号
（注）大口信用供与規制に係る
信用供与額から「法律の定める
ところにより、予算について国会
の議決を経、又は承認を受けな
ければならない法人の業務の
代理に付随してされる債務の保
証の額」を控除する。（信用金庫
法施行規則第16条の2）

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300139

金融庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5059

50590021

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

21

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

-

保険会社から直接の委託を受
けない代理店を認めることは、
保険募集秩序の維持等の観点
から困難である。なお、現行法
の下でも、代理店に他の代理店
の教育・指導・統括等を行わせ
ることにより、当該地域の保険
契約関連業務の効率化を図る
ことは可能となっている。

Ⅱ

卒業生金融制度は、会員が会
員資格の範囲を超えて規模が
大きくなった法人等に対して、協
同組織性を踏まえ、一定の期間
に限り、例外的に取引の継続を
認めている信用金庫独自の特
例措置である。これを恒久化す
ることは、信用金庫の協同組織
性を否定することにもつながり
かねない重要な問題であり、措
置困難である。

z0300140

金融庁

卒業生金融制度の見直し

5059

50590024

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

24

卒業生金融制度の見直し

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様

Ⅲ

公的機関（国民生活金融公庫
等）の代理貸付に係る債務保証
が大口信用供与規制の対象外
とされているのは、これらの機
関が中小企業金融の円滑化等
に係る国の施策の一翼を担って
いることから、政策的な観点より
特例として認められているもの
であり、措置困難である。

z0300141

金融庁

信用金庫の債務保証に係る大口信用
供与規制の緩和

5059

50590025

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

25

信用金庫の債務保証に係る大口信用
供与規制の緩和

信金中金代理貸付制度は、系統金融機関
（信用金庫法の規制の緩和）信金中金代
信金中央金庫代理貸付に係る債務保証に 特有の制度である。そしてこの仕組で
理貸付制度における信用金庫の債務保証
ついて、大口信用供与規制の対象から除 は、信金中金と信用金庫とによる二重の 継続
分を大口信用供与規制の対象から除外す
審査及び途中管理により、信用リスクの
外する。
る。
縮減効果が高いものとなっている。

保険募集の総代理店制度の創設

74/102

保険募集の総代理店制度の創設

保険会社との委託契約を受け、保険会社
（保険業法の規制の撤廃）総代理店制度 の固有業務である保険の引受け以外の代 保険会社の代理店は、保険会社との直接
継続
理店管理等の業務を外部委託する総代理 の委託契約以外認められていない。
を創設する。
店制度を創設する。

会員であった者が会員たる資格を有しな
くなったことによって脱退した者（卒業
生）が金庫との取引を望む場合には、総
貸出の１００分の２０に相当する金額の
範囲内で運用できるよう所要の措置を講
ずる。

中小企業から中堅・大企業にまで成長し
た卒業生は地域経済の中核的存在であ
り、地域内の会員企業の育成や仕事の創
造等地域社会で果たすべき役割は大きい
ものと考えられる。総貸出の１００分の
継続
２０の範囲内であれば、卒業生との取引
関係を継続しても、会員への金融サービ
スの遂行を妨げるものではないし、地域
内資金循環を通じた地域の内発的発展に
貢献できるものと考える。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信用金庫法 第
53条、第54条
中小・地域金融
機関向けの総合
的な監督指針Ⅲ
―２−２（３）

・信用金庫及び信用金庫連合会
は、信用金庫法第53条及び第
54条において業務の範囲を規
定しており、他の業務を行うこと
ができない。
・中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針Ⅲ―２−２（３）
において、信用金庫法第53条第
3項及び第54条第4項に規定す
るその他付随業務の範疇にあ
るかどうかの判断にあたっての
要件を明確化している

員外貸出先として認められてい
る者は次のとおりである。
・ 預金担保貸付
・ 卒業生金融
信用金庫法第53
・ 小口貸付
条第2項、信用金 ・ 地方公共団体への貸付け
庫法施行令第8 ・ 雇用・能力開発機構等への貸
条
付け
・ 地方住宅供給公社等への貸
付け
・ 金融機関への貸付け

信金法施行規則
第１４条第１項第
２０号、第１４条
第３項、第18条

信用金庫は、その事務所（代
理店の事務所を含む）の所在地
又は設置場所の特殊事情によ
り、「午前９時から午後3時」と異
なる業務取扱時間とする必要が
ある場合（午前9時から午後3時
が確保されている場合を除く）、
当該事務所について業務時間
変更の届出を行ったうえで時間
の変更を行う。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

電子認証業務は、金融機関の固有業務と
の関連性および親近性が高く、金融機関
が当該業務を行うことについて問題はな
いものと考えられる。また、金融機関が
よりセキュアかつ信頼性の高いサービス
を提供することにより、電子的な方法に
電子認証業務が付随業務に該当するこ よる決済その他の電子取引等の利用者利
継続
と、および固有業務と切り離して電子認 便に資する。
証業務を行いうることを明確化する。 電子認証業務が付随業務に該当すること
の明確化にあたっては、当該業務への参
入を阻害しないようにする観点から、
ノーアクションレターによる個別対応で
はなく、必要に応じ当該業務に係る留意
点等を示す等の方法を検討すべきであ
る。

-

・電子認証業務については、原
則として固有業務との関連性な
いし親近性が認められることか
ら、付随業務に該当すると考え
られる。具体的な業務が付随業
務に該当するか否かは個別に
判断する必要があり、一般的に
示すことは困難であるが、法令
解釈の照会やノーアクションレ
ター制度の活用等により、解釈
の公表を含めた対応が可能。

Ⅱ

ＰＦＩ事業は民間の資金、経営能
力及び技術能力を活用して公共
施設等の建設、維持管理、運営
等を行うものであり、選定事業
者は公共性の高い事業を営む
者であると考えられる。信用金
庫が地方経済の活性化に貢献
することが求められている中、
選定事業者が大企業の集合体
となる場合もあることに留意しつ
つ、協同組織性の観点から具体
的な内容について検討する。

z0300143

金融庁

員外貸出先の拡充

5059

50590028

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

28

員外貸出先の拡充

民間の資金、経営能力及び技術能力を活
用して公共施設等の建設、維持管理、運
営等を行うため、平成１１年に「民間資
金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律」（いわゆる「ＰＦＩ
法」）が制定された。このように、ＰＦ
（信用金庫法の規制の緩和）地公体事業 ＰＦＩ法上の「選定事業者」を信金法施 Ｉ法の枠組みで創設される「選定事業
に準ずるＰＦＩ事業に係る貸出を員外貸 行令第８条による員外貸出先のひとつに 者」は極めて公共性の高い事業を営む者 継続
であること、地域経済の活性化に貢献す
加える。
出として認める。
るというリレーションシップバンキング
の趣旨に沿うものであること、さらには
会員に対する業務の遂行を妨げるもので
もないことから、「選定事業者」への貸
出については、地方公共団体や地方住宅
供給公社

Ⅲ

業務取扱時間は信用金庫法
施行規則により午前9時から午
後3時と規定され、この時間を確
保することができる営業時間の
延長等については届出の必要
はない。
施行規則により規定される午
前9時から午後3時については、
利用者の利便などから最低限
確保する趣旨をもって定めら
れ、その時間帯の営業を確保で
きない場合、営業時間の変更を
店頭において掲示することとさ
れており、利用者への周知状況
など監督当局として事前に把握
する必要があるが、銀行の店舗
の営業時間規制の見直しを踏
まえ、今後検討を行うこととす
る。

z0300144

金融庁

業務取扱時間変更届出の簡素化

5059

50590031

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

31

業務取扱時間変更届出の簡素化

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様

z0300142

金融庁

電子認証業務の「その他の付随業務」
への該当可能性の明確化

5059

50590027

75/102

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

27

電子認証業務の「その他の付随業務」
（信用金庫法の規制の緩和）右記同様
への該当可能性の明確化

インストアブランチなど出店先の営業時
インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱時間変更届出の
間の変更に伴う業務取扱い時間の変更に 継続
不要、もしくは半期ごとの一括届出の対
弾力的に対応するため。
象とする。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第10条、平
成11年金融監督 ・法人代理店は、銀行の１００％
庁告示第10号 出資法人又は当該銀行を子会
第２条（平成11年 社とする銀行持株会社の子会
４月１日）、平成
社でなければならない。
14年金融庁告示
第33号（平成14
年３月29日）

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第10条、平
成11年金融監督
庁告示第10号
第２条（平成11年
４月１日）、平成
14年金融庁告示
第33号（平成14
年３月29日）

金融庁「事務ガ
イドライン（証券
会社等関係）」５
−２（１）
（H16.12.1改正に
より（２）から（１）
に番号変更）

・銀行の代理店において営む代
理業務は、預金、貸付、為替取
引、債務の保証又は手形の引
受け、国・地方公共団体・会社
等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、
貴金属その他の物品の保護預
り及び両替に限られている。

・「国債証券等のディーリング業
務全般(受注、売買及び受渡し)
を営む金融機関の営業所等に
あっては、当該業務に係る組
織、業務分掌及び職務権限は、
投資目的(特定取引勘定を設け
ている金融機関については特定
取引勘定以外の勘定で行う場
合。以下同じ。)の売買業務等及
び融資業務から明確に分離、独
立し、かつ、担当職員は投資目
的の売買業務等及び融資業務
と兼任していないこと」とされて
いる。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

c

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

Ⅰ
Ⅲ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

Ⅰ
Ⅲ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

z0300146

金融庁

代理店業務の拡大

5059

50590033

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

33

代理店業務の拡大

-

証券取引法第65条等の規定は、銀行等の
金融機関の業務と証券業務の兼営による利
益相反や、企業に対して過度の影響力を有
することの防止等の観点から設けられている
ものである。
銀行等の金融機関からの登録申請に係る
留意事項を定めた事務ガイドライン５−２（1）
は、銀行等の金融機関が法第65条の２に基
づき証券業務の登録を行う場合の登録拒否
要件のひとつである法第28条の４第１項第
12号「第65条の２第1項の登録に係る業務を
適格に遂行するに足りる人的構成を有しな
いもの」の具体的な基準として国債証券等の
ディーリング業務担当職員が投資目的の売
買業務等及び融資業務を兼任することを禁
止しているものであり、銀行等の金融機関の
業務と証券業務の兼営による利益相反の防
止等の観点から廃止もしくは緩和の措置は
困難である。
なお、当該ガイドラインは国債証券等の
ディーリング業務と投資目的の国債証券等
の売買及び融資業務との間の職員の兼任を
禁止しているものであり、その他の業務等と
の間の職員の兼任は禁止されていない。
※「金融機関」とは金融機関の証券業務に
関する内閣府令第2条第1項に定められた
「金融機関」をいう。

z0300147

金融庁

登録等証券業務(公共債ディーリング業
務)の本部担当職員の専任制の廃止又
は緩和

5059

50590035

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

35

登録等証券業務(公共債ディーリング業
務)の本部担当職員の専任制の廃止又 右記同様
は緩和

z0300145

金融庁

法人代理店の１００％出資規制の緩和

5059

50590032

76/102

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

32

具体的事業の
実施内容

要望理由

現在信用金庫の法人代理店は、代理業務
を委任する金庫が１００％出資する法人
でなくてはならない。そのため他の地域
（信金法の規制の緩和）法人代理店の有 法人代理店に対する１００％出資規制を
金融機関や一般事業会社、あるいは委任 継続
法人代理店の１００％出資規制の緩和
効活用が図れるようにする。
緩和する。
金庫を退職した職員と共同出資すること
により代理店をもつことが不可能であ
る。

（信用金庫法の規制の緩和）右記同様

信用金庫の代理店として行うことができ
る業務の範囲を、現行規制よりも拡大
し、代理店の展開が柔軟にできるように
する。

「リレーションシップバンキングの機能
強化に向けて」の趣旨に鑑み、地域のお
客様・会員への更なる利便性の提供と収
益力の確保を両立させていくためには、
継続
従来の枠組みを超えた柔軟な店舗戦略が
不可欠となっている。そのひとつが、店
舗戦略における代理店の有効活用であ
る。

公共債ディーリング業務に係る組織、業
務分掌及び職務権限について投資目的の
売買業務及び融資業務からの分離、独立
を不要とし、また、担当職員についても
投資目的の売買業務及び融資業務との兼
任を可能とする。

信用金庫の多くは本部部門の人員を縮小
しており、経営の効率性などの観点から
継続
も必ずしも専任者を配置しなければなら
ない必要性は乏しい。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投
資法人に関する
法律施行規則第
３６条の２
特定有価証券の
内容等の開示に
関する内閣府令
第３２条の２

投資信託委託業者が投資信
託の受益証券を販売する際に
おいて、顧客に対する目論見書
等の電子的交付が認められ、目
論見書についてはその提供が
あったときから5年間、投資信託
約款等については最終取引日
以後5年間記載事項を消去し又
は改変することができないもの
とされている。

証券取引法第2
条第21項、証券
先物取引等に関
する内閣府令第
1条

証券取引法においては株券を
対象とする株価指数先物取引
のみが認められている。
先物取引の対象となる有価証
券指数については、現物有価証
券の銘柄数、各銘柄及び当該
有価証券種類全体の流動性、
当該指数の流動性及び操作可
能性、現物市場への影響等の
観点から検討することが必要で
あり、現状、株価指数が適当と
されていることによるものであ
る。
我が国の代表的な株価指数先
物商品としては、大阪証券取引
所の日経平均株価先物（東証
一部上場の普通株式のうちの
225銘柄を対象とする。）及び東
京証券取引所のＴＯＰＩＸ先物
（東証一部上場普通株式の全
銘柄を対象とする。）がある。
（注）協同組織金融機関の優先
出資証券は、平成5年に制定さ
れた「協同組織金融機関の優先
出資に関する法律」に基づき発
行され、平成12年12月に信金中
央金庫1銘柄が東証一部市場に
上場されている。

信金法第８９条
で準用する銀行
法第２１条
信金法施行規則
第２０条の２か
ら第２０条の４
金融再生法第６
条、第７条
金融再生委員会
規則第２条から
第６条

信金法に基づくリスク管理債権
（貸出金のみ）と、金融再生法に
基づく資産査定の対象債権（総
与信）の両者を当局宛報告・開
示している。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

c

措置の概要
（対応策）

-

有価証券の発行者等が、資金
調達を行う上で、投資者に対し
必ず説明しなければならない企
業情報等が目論見書に盛り込
まれており、説明義務を果たす
上で、その目論見書を発行者等
自らが管理することは当然のこ
とである。
要望者の実務的ニーズの観点
からは、前回述べたとおり、目
論見書の５年間の改ざん防止
等に関して、個々の投資者から
当該目論見書の閲覧請求が
あった場合には、当該目論見書
の情報を電子メールにより送信
する方法、その情報を印刷した
ものを郵送する方法等によるこ
とができるよう、平成１６年１１月
に措置したところであり、この措
置は本要望に十分に応えるもの
であると考える。

Ⅲ

現在、有価証券市場において取
引されている株価指数先物取引
は、現物株券の銘柄数、流動
性、価格の操作可能性等の観
点から証券取引所の上場普通
株式を対象としているが、優先
株式は含まれていない。
また、海外の主要な取引所にお
いても、先物取引の対象となる
株価指数に株券以外の種類の
有価証券を含めている事例は
認められていない。
協同組織金融機関の優先出資
証券は、株券とは有価証券の種
類が異なることから、先物取引
の対象となる株価指数に含める
ことが適当かどうかについて
は、株券との性質の相違点、取
引の実態、流動性等の検討が
必要である。
しかし、協同組織金融機関の自
己資本の充実のために発行さ
れるものである点は株式会社に
おける株式と同様であるため、
関係法令の改正を検討すること
としたい。

-

リスク管理債権は米国ＳＥＣ基
準と同様の基準に従って分類さ
れ、時系列でも比較的長い期間
把握可能となものであるが、金
融再生法開示債権は、「金融再
生プログラム」における主要行
の不良債権比率の半減（１４年
３月末（８．５％）からの半減）目
標の基準となっており、これを元
に、各般の取組みが進められて
いるところである。
両者の差異は縮小しているもの
の、現在、本年度末までの不良
債権問題の終結を目指してより
強固な金融システムの構築に
向けて取り組んでいるところで
あり、充実したディスクロー
ジャーは欠かせないとの観点か
ら現時点での∰････ƀ

その他

−

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

現在の規制は投資家の手元で目論見書が
保管できることを究極的には求め、ウェ
ブサイトの閲覧によるときには、目論見
書等が改ざんされない状態を交付者が担
保することを義務づけている。そこで、
継続
正当な目論見書を監督当局に電子交付
し、それが投資家の閲覧に供される制度
に改めることにすれば、投資家保護が確
保されるとともに、交付者の実務負担が
軽減されることとなる。

z0300148

金融庁

投資信託の目論見書等の電子交付に
おける投資家の利便性向上及び提供
者の実務負担軽減

5059

50590036

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

36

投資信託の目論見書等の電子交付に
おける投資家の利便性向上及び提供 右記同様
者の実務負担軽減

最終取引日以後５年間の目論見書等の改
ざん防止を交付者が直接的に担保するの
ではなく、正当な目論見書を監督当局が
確保することによって担保するよう制度
の改変を行う。

z0300149

金融庁

有価証券指数先物取引の対象有価証
券の範囲拡大

5059

50590037

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

37

有価証券指数先物取引の対象有価証
右記同様
券の範囲拡大

投資家による有価証券投資の対象は多様
株価指数先物取引の対象有価証券に協同
化が進んでいることから、株券以外の有
継続
組織金融機関の発行する優先出資証券を
価証券についても有価証券指数の対象と
加える。
して認めることが望ましい。

z0300150

金融庁

信金法に基づくリスク管理債権の開示
と金融再生法に基づく資産査定の開示
の一本化

5059

50590043

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

43

信金法に基づくリスク管理債権と、金融
再生法に基づく資産査定とでは、開示の
信金法に基づくリスク管理債権の開示を
信金法に基づくリスク管理債権の開示
対象となる債権とその開示基準が異なっ
（各法で定められている情報開示の一本
継続
廃止し、金融再生法に基づく資産査定の
と金融再生法に基づく資産査定の開示
ており、事務上煩雑であるとともに、顧
化）情報開示を一本化する。
開示に一本化する。
の一本化
客にとってもわかりにくい開示内容と
なっている。

77/102

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

金庫を代表する理事並びに金
庫の常務に従事する役員及び
支配人その他の職員は、他の
信用金庫法第33 金庫もしくは法人の常務に従事
し、又は事業を営んではならな
条
い。ただし、内閣総理大臣の認
可を受けたときは、この限りでな
い。

信用金庫法第53
条第3項第7号、
大蔵省告示第47
号（平成5.3.31）、
銀行法第10条第
2項第8号、銀行
法施行規則第13
条

信用金庫法第53条第3項第7号
において、信用金庫が受託でき
る「業務の代理」は、大蔵省告
示第47号により国民生活金融
公庫等が定められており、信用
金庫を含めた民間金融機関は
対象外となっている。

保険議決権大量保有者は、総
株主の議決権の5％超の議決
保険業法２７１の 権を保有したとき、またその後、
３①、同法２７１ 議決権保有割合が１％以上増
の４①、証取法２ 減したときなどは保険会社等の
７の２５
議決権保有に係る届出書の変
更報告書を提出しなければなら
ない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

c

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

Ⅰ

兼職兼業規制は、信用金庫の
常務に従事する役職員に対し職
務専念義務を課したものである
が、実務におけるニーズ、他の
協同組織金融機関との整合性
に留意しつつ、具体的な内容に
ついて検討する。

z0300151

金融庁

一般職員の兼業・兼職制限の廃止

5059

50590046

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

46

一般職員の兼業・兼職制限の廃止

信用組合では、協同組合による金融事業
に関する法律第５条の２で、代表理事と
常務役員が兼職・兼業禁止の対象となっ
ている。また、銀行では、銀行法第７条
で、常務取締役が対象となっている。こ
（信金法の規制の撤廃）一般職員につい 一般職員について兼業及び兼職の制限 のように、預金取扱い金融機関のうち一
継続
般職員の兼業及び兼職の制限が課せられ
て兼業及び兼職の制限を廃止する。
を廃止する。
ているのは、信用金庫及び信用金庫連合
会（以下「金庫」という。）だけである
が、金庫についてのみ厳格な規制を課す
理由はなく、一般職員の兼業及び兼職の
制限を廃止する。

Ⅰ

信用金庫においては、業務の代
理を付随業務の１つの業務とし
て認められているが、指定され
た一部の機関（国民生活金融公
庫等）に限られている。当該業
務の拡充については、実務にお
けるニーズや相互扶助を目的と
した金融機関の特性からくる地
区制限、員外制限等の取扱い
について留意しつつ、措置する
方向で検討を行う。

z0300152

金融庁

「業務の代理」先の拡充

5059

50590048

11

社団法人全国信用金庫協会・
信金中央金庫

48

「業務の代理」先の拡充

信用金庫が他の信用金庫等民間金融機関
協同組織としての地区制限の趣旨に反し の代理ができるようになれば、現在一部
（信金法の規制の緩和）業務の代理先に
ない範囲で、信用金庫が民間金融機関の の信用金庫で取扱われている預金の取次 継続
金融機関を加える。
ぎ事務が簡略化され、顧客利便にも資す
業務の代理をできるようにする。
るようになる

-

保険議決権保有に係る届出書
の提出や保険議決権保有届出
書に関する変更報告書の提出
は、保険契約者保護の観点か
ら、所管大臣が把握しておく必
要があるとされているものであ
り、保険会社の行為により生じ
た議決権保有割合の変更で
あっても、その必要性自体には
何ら変わりがなく、届出事由か
ら除外することは困難.。

z0300153

金融庁

保険議決権大量保有者の「変更報告
書」提出事由の簡素化

5060

50600002

78/102

11

（社）日本損害保険協会

2

保険議決権大量保有者の「変更報告
書」提出事由の簡素化

保険議決権大量保有者が提出を行う「変
更報告書」の届出事由から、保険会社が
変更の都度提出する「変更報告書」届出
自社株を購入した場合を除外していただ
事務の効率化
きたい。（あるいは届出の猶予期間を設
定していただきたい）

・保険会社の総議決権の５％超の議決権を保有する者（保険
議決権大量保有者）は、議決権保有割合の変更が生じた場合
には、５日以内に「変更報告書」を提出しなければならない
とされているが、保険会社が自社株を購入した場合の割合変
更については、保険議決権大量保有者にとって５日以内での
把握・対応が困難である。
・一方、証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開
示（５％ルール）」では、変更報告書の提出は「保有株券等
の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く」とあり、株券
の発行者である会社の行為により生じた議決権保有割合の変
更事由にまで届出義務は課されていない。
・保険業法と証券取引法とでは５％保有に係る規制の趣旨・
目的が異なるという点は理解できるが、自社株を取得した保
険会社に保険議決権大量保有者への通知義務は課されておら
ず、株主総会の招集通知を受けるか有価証券報告書などを確
認する以外に、実際に保険議決権大量保有者が自社株取得後
の保有割合を把握できる法的担保はない。もっとも、保険会
社による自社株取得の場合で、それ程大きな割合変更が生じ
る事態はあまり想定されないのであるから、仮に１％を超え
る割合変更であったとしても本件について行政が行うべき監
督の意義は少ないものと考える。
・また、株主権の行使や人的関係により保険会社経営に実質
的影響を及ぼし得る株主を当局がチェックするという保険業
法の趣旨からすれば、５％超の議決権を保有しているという
事実は既に届出されているのであるから、当局が行うべき株
主の株式取得後の保有割合のチェックについては、証券取引
法が想定する「株価の乱高下」よりも緊急性が高いとは考え
にくい。
・ついては、保険議決権大量保有者の保有株券の総数が増
加・減少しない場合の保有割合変更については届出義務の免
除をお願いしたい。（少なくとも、保険会社の行為による保
有割合変更については届出猶予期間を設定するなどの配慮を
お願いしたい）

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

金融庁長官の承認等により金
保険業法施行規 銭を他の勘定に振り替える場合
則第２６条、第６ を除き、積立勘定に属する財産
３条
を一般勘定等に振り替えること
は認められていない。

保険会社は、保険の引受け等
の固有業務（保険業法第97条）
のほか、当該業務に付随する、
保険業法第98条
法第98条第1項各号に掲げる業
務その他の業務を行うことがで
きる。

保険業法第106条・同施行規則
第56条の2が、保険会社の子会
社の業務範囲等について規定
しており、金融関連業務子会社
は金融関連業務及び従属業務
のみを（保険業の代理代行を行
う子会社は所定の金融関連業
務のみを）、従属業務子会社は
従属業務及び金融関連業務（保
険業の代理代行を除く。）のみを
営むこととされている。
保険業法第106
事務ガイドライン１−８は、保険
条、同施行規則
業法の趣旨を踏まえ、保険会社
第56条の2
の子会社等の業務範囲等につ
事務ガイドライン
いて規定しており、そのうち１−
１−８−３
８−３が、保険会社の海外にお
ける子会社等について規定して
いる。
同ガイドライン１−８−３(1)（注）
は、「また、保険業を行う外国の
会社(以下「保険現法」という。)
が行う業務については、現地監
督当局が容認するものは、保険
業法の趣旨を逸脱しない限り原
則として容認する。」と規定して
いる。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

-

-

-

措置の概要
（対応策）

積立勘定は、公正かつ衡平な
剰余金の分配をするために、保
険期間の満了後満期返戻金を
支払う旨を約した保険契約に係
る責任準備金の金額に相当す
る財産の全部又は一部をその
他の財産と分別して運用するた
めの勘定である。積立勘定につ
いては、その安定的な運用が求
められており、保険業の免許申
請に際しては、積立勘定を設け
る場合においては、その属する
財産の種類及び評価の方法を
記載し、内閣総理大臣は、その
属する財産の運用に係る体制
が適正であるかどうかを審査し
なければならないとされ、また、
積立勘定とその他の勘定の間
の振替についても、極めて限定
的に金銭の振替のみが認めら
れているところである。したがっ
て、積立勘定の安全な運営の観
点等から、ご要望に対応するこ
とは困難である。

介護・福祉業務については、保
険の引受け等の固有業務に準
ずるものではなく、保険業との機
能的な親近性やリスクの同質性
も十分に認められないなど、保
険会社の付随業務の要件を満
たしているとみなすことは困難で
ある。
なお、保険会社の子会社につい
ては、法令上介護・福祉関連業
務を行うことが認められていると
ころ。

保険会社の「子会社」の業務範囲について
は、外国会社を含め、保険業法第106条・同
施行規則第56条の2が規律しているところ。
したがって、例えば保険募集を行う外国の会
社、保険事故その他の保険契約に係る事項
の調査を行う外国の会社は、専ら金融関連
業務及び従属業務を営む場合に限り、子会
社とすることができる（これらの外国会社が
保険業の代理代行を営むときには、所定の
金融関連業務のみを営むときに限り、子会
社とすることができる）。
また、保険業法の他業禁止の趣旨を踏ま
え、「子法人等（子会社を除く。）」及び「関連
法人等」の業務の範囲についても、子会社
対象会社の営むことができる業務以外の業
務を営むことのないよう留意する必要がある
ものとされているところである。
事務ガイドライン１−８−３(1)（注）における
「また」以下の規定は、バーゼルコンコルダッ
ト（「銀行の海外拠点監督上の原則」1975年
バーゼル委員会（1983年改訂））が銀行の銀
行業を営む海外拠点（foreign banking
establishment）について定めるものであるこ
とから、保険会社の保険業以外を営む海外
拠点にまで拡大することは困難である。

その他

管理コード

z0300154

z0300155

z0300156

制度の
所管官庁

金融庁

項目

積立勘定における株式の代物弁済

金融庁、厚生 保険会社本体による介護・福祉業務の
遂行
労働省

金融庁

保険会社の海外子会社等（保険現法以
外）の業務範囲の緩和

要望
管理番号

5060

5060

5060

要望事項
管理番号

50600003

50600004

50600015

79/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

（社）日本損害保険協会

（社）日本損害保険協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

3

要望事項
（事項名）

積立勘定における株式の代物弁済

具体的
要望内容

保険会社は、金融庁長官の承認により金
銭を他の勘定に振り替える場合を除き、
財産の勘定間振り替えを行うことが出来
ない。株式保有が出来ない積立勘定に区
分されている貸付金については、以下の
ようなやむを得ない場合に限り、当該貸
付金を事前に一般勘定に振り替えること
で、株式の代物弁済が行えるようにして
いただきたい。
①DES（債務の株式化）の適用により株
式を受け入れる場合
②株式を担保取得している場合 なお、
財産（貸付金）による勘定間振り替えを
行う代わりに、いったん株式を一般勘定
で受け入れて、即時に当該積立勘定に金
銭を振り替えることでも構わない。

具体的事業の
実施内容

要望理由

DES（債務の株式化）等を用いた再建計
画の応諾が可能となり、債務者である経
営不振企業の再生が期待出来る。また、
株式を担保取得している場合で代物弁済
を受けざるを得ない場合の対応が可能と
なる。

・積立勘定による株式の受け入れが出来
ないため、経営不振企業のＤＥＳ（債務
の株式化）を用いた再建計画に対し、損
保会社のみ応諾出来ないおそれがあるた
め。
・なお、要望は、積立勘定の資産運用と
して融資を行った結果として、不可避的
に株式を担保取得せざるを得なくなった
ケースやDESを要請されたケースに限定
して、積立勘定とその他の勘定間の振り
替えを行うことを求めるものである。勘
定間の振り替えを行う際には、認可が必
要であることから、その審査の際に振り
替えの内容や経緯を審査することが可能
であり、積立勘定の安定的な運用が行わ
れていたかどうかのチェックが可能であ
る。

社会的ニーズの高い介護分野において、
保険商品・給付の延長線上でサービスの
提供を行うことはお客様・保険会社双方
に効果・効率的であり、さらに保険会社
のこれまでのノウハウを活かしたサービ
スの提供により、お客様の満足度を高め
ることができる。

損保会社は従前から介護費用保険等の保険商品の販売を行っ
ており、当該保険給付事案が発生した際に損保本体でケアプ
ラン作成業務ができれば、お客様、保険会社ともに得れるメ
リットが大きい。
また、以下の4つの観点から損保会社本体で行っても差し支
えないと考える。
・損保会社では、保険業法第９８条第１項第１号および施行
規則第５１条第２号により、損害査定の代理が認められてい
る。ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、この損害
査定業務に伴い遂行可能な業務であり、かつ、類似するもの
である。
・ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、介護費用保
険などの給付金の支払業務に伴い遂行可能な業務であり、損
保会社の固有業務の規模に比べ大きくなることはなく、また
当該保険の引き受けという固有業務による収益に比べ過大な
ものとはならない。
・ケアプラン作成業務等介護・福祉関連業務は、公的介護保
険制度の運営に伴い発生する業務であるが、損保の介護保険
は公的介護保険の給付に連動して給付金支払いを行うものも
あり、親近性があると認められる。また、損保本体でケアプ
ランの作成業務ができれば、お客様の当該給付金を含めた経
済状態を把握した上でプランを作成できる、あるいは多様な
損保ネットワークを利用したプラン作成が提供できる等、お
客様、保険会社ともに得れるメリットが大きいことからも、
親近性があると認められる。リスク面では、契約不履行リス
クの発生が想定されるが、これは商慣行上一般的な契約にお
いても発生するリスクであり、他の一般的なケースと同様に
対応できるので、問題ないと考える。
・保険会社では、保険会社の固有業務として介護費用保険な
どの引き受けを行っており、当該保険の給付事案が発生した
場合には、自社にて各種の事故調査を行ったうえで、当該給
付金の支払可否・内容を決定している。ケアプラン作成業務
等介護・福祉関連業務はこうした給付金の支払業務に伴い遂
行可能な業務であり、新たに大きな追加コストが必要ではな
く、「保険会社が固有業務を遂行する中で正当に生じた余剰
能力の活用に資する」業務であると考える。

4

現在、民間の損保会社では介護分野での
サービス提供業務が認められていない
保険会社本体による介護・福祉業務の
が、損保会社本体でのケアプラン作成業
遂行
務等介護・福祉関連業務を損保会社本体
で行うことを認めていただきたい。

15

金融庁事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ1-8-3において、保
険業を行う会社以外の会社（例えば保険
募集を行う会社や保険事故その他の保険
現地の会社への出資がよりスムーズかつ 現地の会社への出資がよりスムーズかつ
保険会社の海外子会社等（保険現法以
契約にかかる事項の調査を行う会社等）
柔軟に行えるようになる。
柔軟に行えるようになる。
外）の業務範囲の緩和
の業務範囲についても、保険業法の趣旨
を逸脱しない限り原則として容認される
ようにしていただきたい。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

「持株制度に関
するガイドライ
ン」（日本証券業
協会）
（根拠法令等の
名称について、｢
持株会制度｣で
はなく、正しくは
上記のとおり｢持
株制度」）

制度の現状

当該ガイドラインは、従業員持
株制度等を実施する会社が行う
同制度の運営を適正かつ円滑
ならしめるため、証券会社が行
う持株制度に係る事務の取扱い
についての基準を定めたもので
ある。

＜根拠法のない共済＞
保険業法第２条 いわゆる共済は、保険業法の規
制・監督の対象とされていない。

＜根拠法のない共済＞
保険業法第２条 いわゆる共済は、保険業法の規
制・監督の対象とされていない。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

当該ガイドラインは、持株制度
に係る事務を証券会社が取り扱
う場合の基準を自主規制機関で
ある日本証券業協会が定めた
その他 ものであり、現在、持株制度に
ついてガイドラインの見直しの
是非も含めた検討が協会にお
いて予定されていることから、要
望について伝えることとしたい。

b

Ⅰ

＜根拠法のない共済＞
「保険業」の定義に関しては、平
成16年4月12日付法令適用事
前確認手続に係る照会に対す
る回答において、「「不特定の者
を相手方として」に該当するか
否かは、①当該団体の組織化
の程度（構成員の団体帰属にか
かる意識度）、②当該団体への
加入要件についての客観性、難
易の程度、③当該団体の本来
的事業の実施の程度等をもと
に、総合的に判断することとな
る。」との解釈を示している。
また、「根拠法のない共済」に対
する規制については、平成16年
4月以降、金融審議会金融分科
会第二部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいて、消費者保護や保険会社
規制との関係等の観点から、ど
のような対応が考えられるの
か、年内の報告取りまとめに向
けて、精力的にご審議を頂いて
いるところ。当庁としては、どの
ような対応が考えられるか、そ
の結果も踏まえて検討してまい
りたい。

Ⅰ

＜根拠法のない共済＞
「保険業」の定義に関しては、平
成16年4月12日付法令適用事
前確認手続に係る照会に対す
る回答において、「「不特定の者
を相手方として」に該当するか
否かは、①当該団体の組織化
の程度（構成員の団体帰属にか
かる意識度）、②当該団体への
加入要件についての客観性、難
易の程度、③当該団体の本来
的事業の実施の程度等をもと
に、総合的に判断することとな
る。」との解釈を示している。
また、「根拠法のない共済」に対
する規制については、平成16年
4月以降、金融審議会金融分科
会第二部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいて、消費者保護や保険会社
規制との関係等の観点から、ど
のような対応が考えられるの
か、年内の報告取りまとめに向
けて、精力的にご審議を頂いて
いるところ。当庁としては、どの
ような対応が考えられるか、そ
の結果も踏まえて検討してまい
りたい。

b

その他

管理コード

z0300157

z0300158

z0300158

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

持株会の規制緩和について

「根拠法のない共済」に関する保険業
法適用基準の明確化等

「根拠法のない共済」に関する保険業
法適用基準の明確化等

要望
管理番号

5067

5085

5120

要望事項
管理番号

50670016

50850005

51200026

要望
事項
補助
番号

11

21

21

要望主体名

石油化学工業協会

生命保険協会

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

16

5

26

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

上場親会社株式の取得を目的とする子会
社持株会については、ガイドラインの規
制を緩和していただきたい。

・子会社役員の親会社株式購入について
は、親会社の役員とは異なり、未公表の
親会社の重要事実を知得する機会が極め
て少なく、インサイダー規制の観点から
も個人での購入は、比較的自由に行える
状態であることから、発行会社の役員持
株会設置の趣旨と異なる扱いをすべきで
あると考える。
・一方、子会社役員にも、従業員と同様
の財産形成目的の上場親会社株式持株会
を組成するニーズがあることから、親会
社（株主）の承認（役員報酬）を前提
に、奨励金を付与することを認めても問
題はないと考える。

共済事業にかかる契約者保護ルール
の整備

＜根拠法のある共済＞消費者保護の観点
から、消費生活協同組合法を抜本的に改
正し、経営の健全性規制（責任準備金の
積立基準、共済計理人の設置、ソルベン
シーマージン基準および早期是正措置
等）、情報開示規制、募集規制等につい
て、保険業法、農業協同組合法と整合的
な規制を整備する。また、商品規制につ
いては、行政の透明性の観点から、現行
の最高限度額や許可基準等にかかる通知
を法令で規定する。
＜根拠法のない共済＞保険業法における
「保険業」の定義を明確化し、「保険
業」に該当する共済事業については、保
険業法を適用する。

＜根拠法のある共済＞本年６月の集中受
付月間における厚生労働省の回答におい
て「組合員自身が自らルールを決めて、
それを利用するという責任を負っている
ため、契約者保護の観点は、保険業や農
協の共済事業と同一である必要はない」
という認識が示されているが、「保険」
「共済」ともに一般消費者から見た保障
の確実性に対する期待に変わりはない。
また、対象を組合員に限定している生協
であっても、生協の大規模化、商品の高
額化・多様化といった実態を考慮すれ
ば、左記の消費者保護のための規制は必
要不可欠である。さらに、現行の契約者
保護ルールは法令ではなく、通達に規定
されているため、法的実効性に欠けるう
え、改正の際にパブリックコメント手続
に付されないなど、行政の透明性に欠け
ている。
＜根拠法のない共済＞保険業法上の「保
険業」の定義における「不特定の者」の
基準が曖昧であるため、共済業者が実質
的に「保険業」を行っていても、公的な
監督が及ばないという問題がある。

共済への民間保険会社と同様の規制
制度の適用

3ａ.
共済は、免許を受けた民間保険
会社と同じ規制制度を適用すべきであ
り、新規引き受け業務を展開するために
規制および課税に関する特権的な地位を
利用することを控えるべきである。

持株会の規制緩和について

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

80/102

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

＜根拠法のない共済＞
保険業法第２条 いわゆる共済は、保険業法の規
制・監督の対象とされていない。

＜根拠法のない共済＞
保険業法第２条 いわゆる共済は、保険業法の規
制・監督の対象とされていない。

保険業法第99
条、金融機関の
信託業務の兼営
等に関する法律
第1条、同施行令
第2条

保険会社の業務範囲は、保険
の引受け等の固有業務（保険業
法第97条）のほか、法第98条第
1項各号に掲げる業務その他の
付随業務（第98条）、第99条に
規定する業務及び他の法律に
より行う業務とされている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

＜根拠法のない共済＞
「保険業」の定義に関しては、平
成16年4月12日付法令適用事
前確認手続に係る照会に対す
る回答において、「「不特定の者
を相手方として」に該当するか
否かは、①当該団体の組織化
の程度（構成員の団体帰属にか
かる意識度）、②当該団体への
加入要件についての客観性、難
易の程度、③当該団体の本来
的事業の実施の程度等をもと
に、総合的に判断することとな
る。」との解釈を示している。
また、「根拠法のない共済」に対
する規制については、平成16年
4月以降、金融審議会金融分科
会第二部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいて、消費者保護や保険会社
規制との関係等の観点から、ど
のような対応が考えられるの
か、年内の報告取りまとめに向
けて、精力的にご審議を頂いて
いるところ。当庁としては、どの
ような対応が考えられるか、そ
の結果も踏まえて検討してまい
りたい。

Ⅰ

＜根拠法のない共済＞
「保険業」の定義に関しては、平
成16年4月12日付法令適用事
前確認手続に係る照会に対す
る回答において、「「不特定の者
を相手方として」に該当するか
否かは、①当該団体の組織化
の程度（構成員の団体帰属にか
かる意識度）、②当該団体への
加入要件についての客観性、難
易の程度、③当該団体の本来
的事業の実施の程度等をもと
に、総合的に判断することとな
る。」との解釈を示している。
また、「根拠法のない共済」に対
する規制については、平成16年
4月以降、金融審議会金融分科
会第二部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいて、消費者保護や保険会社
規制との関係等の観点から、ど
のような対応が考えられるの
か、年内の報告取りまとめに向
けて、精力的にご審議を頂いて
いるところ。当庁としては、どの
ような対応が考えられるか、そ
の結果も踏まえて検討してまい
りたい。

Ⅰ

保険会社本体による信託業務
の実施については、保険会社の
業務との関連性・親近性の観点
や保険会社に他業が禁止され
ている趣旨等を踏まえ、検討す
ることが必要。
なお、「信託業のあり方に関する
中間報告書」（金融審議会第二
部会報告）において、「信託兼営
金融機関の範囲については、信
託業務との親和性等を考慮しつ
つ、見直しをすべきであるとの
意見があった。これについて
は、各金融業法における本業と
他業のあり方についての議論の
中で、さらに検討すべき課題で
あると考えられる。」とされたとこ
ろ。

その他

管理コード

z0300158

z0300158

z0300159

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

「根拠法のない共済」に関する保険業
法適用基準の明確化等

「根拠法のない共済」に関する保険業
法適用基準の明確化等

保険会社本体による信託業務の実施

要望
管理番号

5122

5122

5085

要望事項
管理番号

51220132

51220133

50850006

81/102

要望
事項
補助
番号

21

21

11

要望主体名

米国

米国

生命保険協会

要望
事項番号

132

133

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

共済について

全ての共済に民間競合会社と同一の法
律、税水準、セーフティネット負担条
件、責任準備金条件、基準および規制監
督を適用することにより、共済と民間競
業会社の間に同一の競争条件を整備す
る。

共済は、民間と直接競合する各種の保険
商品を提供し、日本の保険市場において
相当な市場シェアを有している。共済に
は、保険の監督官庁である金融庁以外の
省庁が規制をしているものがある。ま
た、全く規制を受けていない共済（無認
可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、健全かつ透明な規制
環境を企業並びに保険契約者に提供する
日本政府の能力を損なうものであり、ま
た、共済がビジネス、規制及び税の観点
から民間の競合会社に対し大幅に有利に
立つ要因となっている。

共済について

米国政府は、現在、金融審議会の保険の
基本問題に関するワーキング・グループ
において、無認可共済にかかわる議論が
行われていることを歓迎するとともに、
根拠法を有する共済に関しても早い時期
に同様の見直しが開始されるよう求め
る。米国政府はさらに、これらの議論お
よび関係省庁間の議論がオープンで透明
性のある形で行われ、また利害関係者
（外資系を含む）が議論に積極的に貢献
し、関係省庁職員と意見交換をする機会
が提供されるよう求める。

共済は、民間と直接競合する各種の保険
商品を提供し、日本の保険市場において
相当な市場シェアを有している。共済に
は、保険の監督官庁である金融庁以外の
省庁が規制をしているものがある。ま
た、全く規制を受けていない共済（無認
可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、健全かつ透明な規制
環境を企業並びに保険契約者に提供する
日本政府の能力を損なうものであり、ま
た、共済がビジネス、規制及び税の観点
から民間の競合会社に対し大幅に有利に
立つ要因となっている。

保険会社本体で、保険金信託以外の信託
業務が行えるよう、保険会社本体の業務
範囲を見直す。

保険と信託の親近性に鑑み、信託商品に
対する潜在的ニーズがあり、生命保険会
社が資産運用に係るノウハウを活用して
信託商品を取り扱うことができれば、顧
客利便性の向上、保険会社の収益性向上
等の観点から有効である。なお、銀行等
については、既に本体での信託業務の兼
営による参入が認められている。

保険会社本体による信託業務の実施

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第１０条、平
成１１年金融監
督庁告示第１０
号第２条（平成１
１年４月１日）

制度の現状

平成１１年金融監督庁告示（平
成１１年４月１日）第１条第４号
ホにおいて、「銀行代理店は当
該代理店契約書に定められた
施設以外の場所において代理
業務を行うこと」が禁止されてい
る。

保険料受入れ、及び解約時の
保険業法第97
引渡しについて、株、債券等の
条、第118条、附
現物資産によって行うことは認
則第1条の13他
められていない。

出資法第１条は、「何人も、不特
定且つ多数の者に対し、後日出
資の払い戻しとして出資金の全
額若しくはこれをこえる金額に
相当する金銭を支払うべき旨を
明示し、又は暗黙のうちに示し
て、出資金の受入れをしてはな
らない」ものとし、第２条は「業と
して預り金をするにつき他の法
律に特別の規定がある者を除く
出資法第１条、２ 外、何人も業として預り金をして
条
はならない」ものとしている。
また、「預り金」とは、不特定か
つ多数の者からの金銭の受入
れであつて、次に掲げるものを
いう。
一 預金、貯金又は定期積金の
受入れ
二 社債、借入金その他何らの
名義をもつてするを問わず、前
号に掲げるものと同様の経済的
性質を有するもの

措置の 措置の
分類
内容

a

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ
Ⅲ

定められた施設以外の場所に
おいて契約締結の代理業務を
行うことを認めるかどうかについ
て、顧客の利便性や銀行経営
の効率を高める観点から、検討
を行う。

Ⅰ

保険の引受けの対価として現物
資産を一般的に観念することが
できるか、保険契約者間の公平
の観点から適当か等の課題が
あり、その是非を含め引き続き
検討を行っている。
なお、厚生年金基金の代行返
上に際して、保険会社に特例的
に現物資産での受払いを認める
こととしており、平成15年6月に
関係規則の整備を行ったところ
（平成15年内閣府令第62号。平
成15年6月6日公布、当該部分
は同年9月1日施行）。

-

第１条関係
出資金は出資元本が保証され
ないことを本質とするものである
ため、当該払戻しが実行不能に
陥った場合、安全であると誤信
して出資した一般大衆が不測の
損害を被ることを防止する趣旨
から、これを撤廃することは困
難である。
第２条関係
業としての「預り金」が全面的
に禁止されているわけではなく、
他の法律に特別の規定ある者
については預り金を受け入れる
ことができる。従って、現状以外
の新たな措置は不要と考える。
また、預金の受入れまがいの
脱法行為を厳正に取り締まる必
要があることから、現行の規定
が必要且つ適切であると考えら
れる。

その他

管理コード

z0300160

z0300161

z0300162

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

その他金融業を行う者の資金の貸付
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の
緩和

特別勘定に関する現物資産による保
険料受入、移受管

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

要望
管理番号

5085

5085

5086

要望事項
管理番号

50850009

50850012

50860004

82/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

生命保険協会

生命保険協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他金融業を行う者の資金の貸付 定められた施設以外での契約締結の媒介
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の （勧誘行為を含む）を認める。（渉外業
務を行うことを認める。）
緩和

保険会社が行うことのできる業務とし
て、その他金融業を行う者の資金の貸付
けの業務の代理が認められたにも拘わら
ず、定められた施設以外での契約締結の
媒介（勧誘行為を含む）を行うことがで
きないことは、渉外業務ができないこと
であり、事業促進において極めて大きな
阻害要因となる。よって、保険会社が、
定められた施設以外での契約締結の媒介
（勧誘行為を含む）を行うことが可能と
なれば、事業促進の向上はもとより、顧
客利便性の向上の観点からも極めて有効
である。

12

特別勘定に関する現物資産による保
険料受入、移受管

株、債券等の現物資産による保険料受
入、移受管を可能とすべく法令上措置す
る。

新会計基準の適用に伴い、企業サイドで
は、保有している株式を当該企業の年金
制度に現物で拠出することにより、退職
給付に係る積立不足額を解消したいとい
うニーズが高まっており、企業の保有株
式の年金制度への現物拠出は、企業間の
持合株式を市場に悪影響を与えずに解消
できる手段として有効視されている。現
金化のコストは顧客にとって不利益とな
り、単独運用契約の場合、現物をそのま
ま移管できれば資産価値を減じることな
く移管が可能となる。現金化に伴い、大
量の株式の売却が行われた場合、株式相
場等の下振れ要因になる。信託について
は、厚生年金保険法の改正により以上の
取扱いが可能であるが、生保が法的な解
釈を理由に取扱えないと利用者利便が著
しく阻害される。

4

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会
第一部会中間整理(第一次)」東大･神田
教授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
の面において類型的に別物として取扱っ
整備
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわ
ゆる出資法で一部取締りが可能である
が、出資法のように預り金を一律に禁止
するような法律は、その立法論的な妥当
性につき再検討する必要がある）。』

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。出資
者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不当表示規制や
金融商品販売規制として整理されるべきではないか。・金融
庁は、「安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の被
害を被ることを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与
える危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般大衆
に不測の損害を与える危険が多分にある」とする。しかし、
誤信によるものであれば、誤信しないように表示、説明をさ
せるという規制であるべきであろう。また、誤解を与える危
険が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生
していない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対象と
なるというのは、果たして制度として妥当であるといえるの
であろうか。・一般大衆の被害・損害というのは、実際は騙
しによって起こっているのであり、問題の捉え方を誤ってい
る。つまり、禁止・処罰の対象は、金融商品において約束さ
れた運用行為等が現実に行われていないことであり、この点
に焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法
定主義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明確であ
るとは言い難い」とするが、預金と同様の経済的性質を有す
るものということの解釈の幅は相当広い。また、「無条件に
許容した場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題である。・
戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引その他サービスの
発展に目に見えにくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融
サービス法｣等の金融関連法制と出資法との係わり合い、適
用関係等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献
するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

その他
（特記事項）

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

出資法第１条は、「何人も、不特
定且つ多数の者に対し、後日出
資の払い戻しとして出資金の全
額若しくはこれをこえる金額に
相当する金銭を支払うべき旨を
明示し、又は暗黙のうちに示し
て、出資金の受入れをしてはな
らない」ものとし、第２条は「業と
して預り金をするにつき他の法
律に特別の規定がある者を除く
出資法第１条、２ 外、何人も業として預り金をして
条
はならない」ものとしている。
また、「預り金」とは、不特定か
つ多数の者からの金銭の受入
れであつて、次に掲げるものを
いう。
一 預金、貯金又は定期積金の
受入れ
二 社債、借入金その他何らの
名義をもつてするを問わず、前
号に掲げるものと同様の経済的
性質を有するもの

貸金業規制法は、全ての貸金
貸金業の規制等 業者に対し、資金需要者等の属
に関する法律 性や規模の如何に関わらず、一
律に適用される。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

-

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

第１条関係
出資金は出資元本が保証され
ないことを本質とするものである
ため、当該払戻しが実行不能に
陥った場合、安全であると誤信
して出資した一般大衆が不測の
損害を被ることを防止する趣旨
から、これを撤廃することは困
難である。
第２条関係
業としての「預り金」が全面的
に禁止されているわけではなく、
他の法律に特別の規定ある者
については預り金を受け入れる
ことができる。従って、現状以外
の新たな措置は不要と考える。
また、預金の受入れまがいの
脱法行為を厳正に取り締まる必
要があることから、現行の規定
が必要且つ適切であると考えら
れる。

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

z0300162

z0300163

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

金融庁

貸金業規制法の適用除外

要望
管理番号

5092

5086

要望事項
管理番号

50920004

50860005

要望
事項
補助
番号

11

21

要望主体名

オリックス株式会社

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

4

銀行の業務の全部又は一部を
代理する者は、金融機関を除く
銀行法施行規則
法人にあっては、委任銀行の１
第9条の3第2項、
００％出資子会社又は当該銀行
第3項、第10条
を子会社とする銀行持株会社の
子会社でなければならない。

a

Ⅰ
Ⅲ

z0300164

金融庁

銀行法の代理店規制／貸付業務に限
定した代理店の貸金業者への解禁

5086

50860007

83/102

11

社団法人リース事業協会

具体的
要望内容

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会
第一部会中間整理(第一次)」東大･神田
教授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
の面において類型的に別物として取扱っ
整備
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわ
ゆる出資法で一部取締りが可能である
が、出資法のように預り金を一律に禁止
するような法律は、その立法論的な妥当
性につき再検討する必要がある）。』

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1
項に規定された施行後3年を目途とする
貸金業制度のあり方の見直しについて、
早急に検討のための審議の場を設定する
ことを要望する。②銀行等がシンジケー
トローンのエージェントとなり、貸金業
者が貸付人として参加する場合におけ
る、貸金業者の貸金業規制法の適用除外
を要望する。③貸金業者間の貸金取引に
ついては貸金業規制法の適用除外を要望
する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。出資
者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不当表示規制や
金融商品販売規制として整理されるべきではないか。・金融
庁は、「安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の被
害を被ることを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与
える危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般大衆
に不測の損害を与える危険が多分にある」とする。しかし、
誤信によるものであれば、誤信しないように表示、説明をさ
せるという規制であるべきであろう。また、誤解を与える危
険が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生
していない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対象と
なるというのは、果たして制度として妥当であるといえるの
であろうか。・一般大衆の被害・損害というのは、実際は騙
しによって起こっているのであり、問題の捉え方を誤ってい
る。つまり、禁止・処罰の対象は、金融商品において約束さ
れた運用行為等が現実に行われていないことであり、この点
に焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法
定主義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明確であ
るとは言い難い」とするが、預金と同様の経済的性質を有す
るものということの解釈の幅は相当広い。また、「無条件に
許容した場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題である。・
戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引その他サービスの
発展に目に見えにくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融
サービス法｣等の金融関連法制と出資法との係わり合い、適
用関係等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献
するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。

①昨年8月改正の貸金業法附則第12条第1
項に規定された施行後3年を目途とする
貸金業制度のあり方の見直しについて、
早急に検討のための審議の場を設定する
ことを要望する。②銀行等のエージェン
トに対し、銀行法等他の法令により、よ
り厳格な業務に対する監督が行われてい
る場合には、単に参加貸付人として参加
する貸金業者に貸金業規制法の規制を課
す必要性は認められない。また、参加貸
付人は原則として借入人と接触すること
は想定されていないため、貸金業規制法
の規定の一部を遵守することは困難であ
る。③貸金業者間の貸金取引について
は、宅地建物取引業法（第78条第2項）
に倣い、貸金業規制法の適用除外とすべ
きである。

5

貸金業規制法の抜本的見直し等

7

貸金業者は、貸金業規制法の規制のも
と、金銭貸借の媒介を行いうるところ<
＊1>、銀行の貸付けについては、媒介は
可能としても代理ができない。これから
の貸金業者は、いろいろな営業形態の展
開が考えられるべきであり、それにより
資金需要者のニーズに応え、融資事業の
【規制内容】銀行の業務の全部又は一部
正常化が図られる必要がある。その場合
を代理する者は、金融機関を除く法人に
の形態として、貸金業者が貸付金を自己
あっては、委任銀行の100％子会社また
貸金業者が独自の営業店網で接触する顧 の資産としないで代理業を行い手数料を
銀行法の代理店規制／貸付業務に限 はその銀行持株会社の子会社でなければ
客に対し、銀行ローンの契約の成約業務 取得する形態がある。これは銀行にとっ
ならない。【改革要望内容】銀行業務の
定した代理店の貸金業者への解禁
ても貸付を拡大する手法となるし、不適
を行う。
うち貸付業務に限り、貸金業者（貸金業
切な者には委任しなければよいので問題
規制法の登録を受けた者）の代理を認め
もない。本年６月、同要望に対して金融
る。
庁から「代理店制度については、金融機
関の健全性や決済システムに与える影響
等の観点を踏まえつつ、資本関係等につ
いて見直しを行うこととし、16年度中に
検討を行い、措置することとする。」と
回答が示された。早急な措置を期待す
る。

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

要望事項
（事項名）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信託法第58条は、受益者が信
託利益の全部を享受する場合
で、かつ、やむをえない事情が
あるときは、受益者又は利害関
係人の請求により、裁判所は信
託を解除できると規定している。
信託法第1条
自己の財産について、自ら受
資産の流動化に 託者として信託を設定すること
関する法律第31 を「信託宣言」をいう。信託法第
条の2
一条において、信託とは「他人
をして」財産の管理・処分を任せ
る行為であると定義している。
資産の流動化に関する法律第
3編において、信託を利用した流
動化の制度について定めてい
る。

信託法第58条は、受益者が信
託利益の全部を享受する場合
で、かつ、やむをえない事情が
あるときは、受益者又は利害関
係人の請求により、裁判所は信
託を解除できると規定している。
信託法第1条
自己の財産について、自ら受
資産の流動化に 託者として信託を設定すること
関する法律第31 を「信託宣言」をいう。信託法第
条の2
一条において、信託とは「他人
をして」財産の管理・処分を任せ
る行為であると定義している。
資産の流動化に関する法律第
3編において、信託を利用した流
動化の制度について定めてい
る。

現行の信託業法においては、信
託会社が引き受けることができる財
産は信託業法第４条により限定さ
れている。
信託業法
また、信託業の担い手も①信託
金融機関の信託 業法による免許取得、②銀行法等
業務の兼営等に関 により金融機関の免許を取得した
する法律
上で兼営法による認可を受けること
とされており、現在、国内において
信託業を営んでいる者は②によっ
て認可を受けた金融機関のみと
なっている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

ａ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

Ⅰ

信託法第58条については、法
務省において、平成17年度中に
信託法の改正について関係法
案を国会に提出することを目途
として作業を行っていく予定であ
ると承知しており、特定持分信
託に関して信託法58条の特例を
設けるか否かについては、当該
改正作業の動向を踏まえつつ
検討する。
信託宣言、チャリタブルトラスト
制度の創設については、当該制
度は特定の会社形態の場合に
ついてのみ適用するといった仕
組みとはされていないため、特
定持分信託にのみ単独で特別
措置を設けることは困難。当該
制度の創設の可否については、
法務省において、上述の信託法
の改正作業を行っていく中で検
討されるものと承知。

Ⅰ

信託法第58条については、法
務省において、平成17年度中に
信託法の改正について関係法
案を国会に提出することを目途
として作業を行っていく予定であ
ると承知しており、特定持分信
託に関して信託法58条の特例を
設けるか否かについては、当該
改正作業の動向を踏まえつつ
検討する。
信託宣言、チャリタブルトラスト
制度の創設については、当該制
度は特定の会社形態の場合に
ついてのみ適用するといった仕
組みとはされていないため、特
定持分信託にのみ単独で特別
措置を設けることは困難。当該
制度の創設の可否については、
法務省において、上述の信託法
の改正作業を行っていく中で検
討されるものと承知。

金融庁、法務 信託法第58条の見直し・信託宣言や
z0300165
チャリタブルトラストの制度の創設
省

5092

50920008

11

オリックス株式会社

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、①現行の信託
業法で受託可能財産となっていな
い知的財産権等を受託可能財産と
するなど、受託可能財産の範囲を
拡大する、②現在、信託兼営金融
機関のみが行っている信託業を金
融機関以外の者が行い得るように
する、ため必要な制度整備を行うと
され、この報告を踏まえ、信託業法
案を第159回通常国会に提出し同
国会において閉会中審査案件とさ
れたが、第161回臨時国会において
成立。

z0300166

5086

50860009

11

社団法人リース事業協会

z0300165

金融庁、法務 信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設
省

金融庁

信託業法改正の早期成立

5086

50860008

84/102

11

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

8

要望事項
（事項名）

信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

具体的
要望内容

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

具体的事業の
実施内容

要望理由

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く税
制上も優遇性が確保できるビークルとし
て資産流動化法上の特定目的会社（以下
TMK）の制度があるがTMKへの出資金を保
有する者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特定持分
信託の制度は、左記の理由からリーガル
的には若干のリスクが残ると解されてお
り、複数のものを受益者にする必要があ
るなど使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

上記の通り、英米法における信託宣言や
チャリタブルトラストに代わる仕組みと
して、資産流動化法上の特定持分信託や
中間法人が利用されることがあるが、使
い勝手などの理由からいまだにケイマン
SPCが使われるケースが多い。信託法の
見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国
内完結しやすくなる制度の創設を望む。
本年６月、同要望に対して金融庁及び法
務省から「法務省において、平成１７
年度中に信託法の全面的な改正について
関係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の
創設の可否についても、その中で検討さ
れるものと承知。」との回答が示され
た。早急な見直しを期待する。

上記の通り、英米法における信託宣言や
チャリタブルトラストに代わる仕組みと
して、資産流動化法上の特定持分信託や
中間法人が利用されることがあるが、使
い勝手などの理由からいまだにケイマン
SPCが使われるケースが多い。信託法の
見直しなどを行うことで証券化の仕組み
上、より使い勝手がよく、低コストで国
内完結しやすくなる制度の創設を望む。
本年６月、同要望に対して金融庁及び法
務省から「法務省において、平成１７
年度中に信託法の全面的な改正について
関係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っていく予定であり、信託
宣言やチャリタブル・トラストの制度の
創設の可否についても、その中で検討さ
れるものと承知。」との回答が示され
た。早急な見直しを期待する。

信託業法の改正案が、国会に提出された
が、未だ成立していない。早期に成立さ
れ、信託業務の市場の発展、顧客の利便
性の向上が実現されることを要望する。

8

信託法第58条の見直し・信託宣言や
チャリタブルトラストの制度の創設

信託法58条の規定により、受益者が単独
の場合においては信託の解除リスクがあ
るため、証券化のスキーム上問題になる
ことがある。信託法58条の改正を望む。
また、英米法における信託宣言やチャリ
タブルトラストの制度の創設を望む。

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く税
制上も優遇性が確保できるビークルとし
て資産流動化法上の特定目的会社（以下
TMK）の制度があるがTMKへの出資金を保
有する者としては、いまだにケイマン
SPCが使われることが多い。（特定持分
信託の制度は、左記の理由からリーガル
的には若干のリスクが残ると解されてお
り、複数のものを受益者にする必要があ
るなど使い勝手が悪くなってしまってい
る。）

9

信託業法改正の早期成立

信託業務の改正を行い、事業会社の信託
業、信託代理店への参入を可能にする。
現在、信託業、信託代理店は、金融機関
に限られている。

信託業務について、競争が促進されると
ともに、顧客への提案等の機会が増え、
市場の発展、顧客の利便性の向上に役立
つ。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信託業法
信託代理店については、兼営法施
金融機関の信託
行規則第７条の２の２により銀行等
業務の兼営等に関
の金融機関が規定されている。
する法律

証券取引法第2
条第3項、証券取
引法第二条に規
定する定義に関
する内閣府令第
4条

証券取引法第2
条第3項、証券取
引法第二条に規
定する定義に関
する内閣府令第
4条

適格機関投資家の範囲は、内
閣府令で列挙される金融機関
等に加え、平成１５年３月及び６
月の改正により、有価証券報告
書提出会社で有価証券等の保
有額100億円以上の事業会社、
ベンチャーキャピタル会社、厚
生年金基金又は一定の非居住
者で金融庁長官に届出を行った
者等について、適格機関投資家
の範囲を拡大している。
また、平成１６年１１月に、適格
機関投資家に係る届出期間を
原稿の年１回（７月）から年２回
（７月及び１月）とするとともに、
適格機関投資家である期間を
現行の１年間から２年間とする
ための所要の措置を行ってい
る。

適格機関投資家の範囲は、内
閣府令で列挙される金融機関
等に加え、平成１５年３月及び６
月の改正により、有価証券報告
書提出会社で有価証券等の保
有額100億円以上の事業会社、
ベンチャーキャピタル会社、厚
生年金基金又は一定の非居住
者で金融庁長官に届出を行った
者等について、適格機関投資家
の範囲を拡大している。
また、平成１６年１１月に、適格
機関投資家に係る届出期間を
原稿の年１回（７月）から年２回
（７月及び１月）とするとともに、
適格機関投資家である期間を
現行の１年間から２年間とする
ための所要の措置を行ってい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ａ

c

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、信託契約の取
次ぎのみを行う者については、その
範囲を幅広く認める方向で検討を
行うことが適当とされ、また、信託
業務の委託については、委託を受
ける者の適格性を監督当局におい
て判断することが適当とされたとこ
ろである。この報告を踏まえ、信託
業法案を第159回通常国会に提出
し閉会中審査案件とされたが、第
161回臨時国会において成立。

-

個人投資者を「適格機関投資
家」の範囲に加えることについ
ては、平成１４年１２月の金融審
議会第一部会報告において、
「従来の適格機関投資家である
金融機関等への対応と個人投
資家への対応は大きく異なるこ
となどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への
拡大の実情を評価することとし、
現時点において、個人投資家を
適格機関投資家の範囲に加え
ることは時期尚早と考えられる」
とされたところである。
まず、ベンチャーキャピタル会社
等への拡大について、実情を評
価することが先決であるが、昨
年度から導入されたものであ
り、今後の実績を考慮し、また、
米国での現状を踏まえながら評
価する必要があるため、個人投
資者について適格機関投資家
の範囲に加えることは措置困
難。

-

個人投資者を「適格機関投資
家」の範囲に加えることについ
ては、平成１４年１２月の金融審
議会第一部会報告において、
「従来の適格機関投資家である
金融機関等への対応と個人投
資家への対応は大きく異なるこ
となどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への
拡大の実情を評価することとし、
現時点において、個人投資家を
適格機関投資家の範囲に加え
ることは時期尚早と考えられる」
とされたところである。
まず、ベンチャーキャピタル会社
等への拡大について、実情を評
価することが先決であるが、昨
年度から導入されたものであ
り、今後の実績を考慮し、また、
米国での現状を踏まえながら評
価する必要があるため、個人投
資者について適格機関投資家
の範囲に加えることは措置困
難。

その他

管理コード

z0300167

z0300168

z0300168

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

証券取引法上の適格機関投資家の範
囲拡大

証券取引法上の適格機関投資家の範
囲拡大

要望
管理番号

5086

5086

5092

要望事項
管理番号

50860010

50860011

50920011

85/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

要望
事項番号

10

11

11

要望事項
（事項名）

全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

従前に認可を受けた信託銀行には取扱い
が認められている業務について、一定の
時期以降に認可を受けた信託銀行には認
められていないのは合理的な理由がな
い。本年６月、同要望に対して金融庁か
信託業務について、競争が促進されると ら「金融機関に課されている他業制限や
信託子会社に処分型の不動産信託の取扱 ともに、顧客への提案等の機会が増え、 金融機関の業務との関連性等を踏まえ検
市場の発展、顧客の利便性の向上に役立 討することとする。」との回答が示され
いを認めることを要望する。
た。処分型の不動産信託は、顧客のニー
つ。
ズも高く、規制を緩和することにより、
子会社信託銀行の事業機会を増やし、信
託の市場が広がることにつながることか
ら、早期に検討が開始され、措置がとら
れることを期待する。

現在、適格機関投資家は銀行等の金融機
関や一部の事業会社に限定されている。
このうち、事業会社については、以前は
貸借対照表の「有価証券」及び「投資有
価証券」の金額が100億円以上のもので
金融庁長官に届出を行ったものとされて
いる（過去は金額制限が500億円以上で
証券取引法上の適格機関投資家の範
あったが、金融審議会での議論を踏まえ 資本市場の活性化
囲拡大
引き下げられた）。この範囲を、事業法
人については保有有価証券の金額制限を
更に5億円程度へと引下げ、また個人投
資家についても資力に一定の制限（例：
1億円以上）をつけた上で、届出を行っ
たものについては適格機関投資家の資格
を付与するべき。

本年６月、同要望に対して金融庁から「証券取引法のディス
クロージャー制度は、投資家が投資判断を行うために必要な
情報の開示を発行者等に義務づけ、投資家がその情報を元に
自己の責任において投資判断を行うための機会を与えること
により、投資家保護を図ろうとするものであり、こうした自
己責任原則に基づいた市場を構築することが最大の課題とさ
れている。このため、適切なディスクロージャーを確保する
ことが必要である。こうした観点から、適格機関投資家とし
ての事業会社の範囲の更なる拡大については、金融審議会で
の検討や米国での現状を踏まえ、平成１５ 年４ 月１ 日に
適格機関投資家の範囲を拡大したところであり、更なる適格
機関投資家の範囲の拡大は措置困難である。また、個人投資
者を「適格機関投資家」の範囲に加えることについては、平
成１４ 年１２ 月の金融審議会第一部会報告において、「従
来の適格機関投資家である金融機関等への対応と個人投資家
への対応は大きく異なることなどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への拡大の実情を評価することと
し、現時点において、個人投資家を適格機関投資家の範囲に
加えることは時期尚早と考えられる」とされたところであ
る。まず、ベンチャーキャピタル会社等への拡大について、
実情を評価することが先決であるが、昨年度から導入された
ものであり、今後の実績を考慮し、また、米国での現状を踏
まえながら評価する必要があるため、個人投資者について適
格機関投資家の範囲に加えることは措置困難。」との回答が
示された。しかしながら、わが国資本市場の一層の発展と経
済活性化のためには、様々なニーズに対応した金融商品の普
及が不可欠である。現行の公募ルールでは新しい商品に対す
る柔軟性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課題
と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテイクに限
界があり、資力とその意志ある投資家を増やすことが市場の
厚みに繋がる。届出制をとることで、自己責任原則は徹底で
き、また、法人については、事業を通じて様々なリスク判断
を行っていることから、私募であっても十分な情報開示がな
されなければ投資は行わない。なお、個人については米国で
も、資産規模等の制限をつけた上で適格機関投資家の範囲に
含めている。投資経験を加味したうえで一定の要件を満たし
た個人を適格投資家とすることは投資者にとっても投資機会
の拡大に繋がる。

現在、適格機関投資家は銀行等の金融機
関や一部の事業会社に限定されている。
このうち、事業会社については、以前は
貸借対照表の「有価証券」及び「投資有
価証券」の金額が100億円以上のもので
金融庁長官に届出を行ったものとされて
いる（過去は金額制限が500億円以上で
証券取引法上の適格機関投資家の範
あったが、金融審議会での議論を踏まえ 資本市場の活性化
囲拡大
引き下げられた）。この範囲を、事業法
人については保有有価証券の金額制限を
更に5億円程度へと引下げ、また個人投
資家についても資力に一定の制限（例：
1億円以上）をつけた上で、届出を行っ
たものについては適格機関投資家の資格
を付与するべき。

本年６月、同要望に対して金融庁から「証券取引法のディス
クロージャー制度は、投資家が投資判断を行うために必要な
情報の開示を発行者等に義務づけ、投資家がその情報を元に
自己の責任において投資判断を行うための機会を与えること
により、投資家保護を図ろうとするものであり、こうした自
己責任原則に基づいた市場を構築することが最大の課題とさ
れている。このため、適切なディスクロージャーを確保する
ことが必要である。こうした観点から、適格機関投資家とし
ての事業会社の範囲の更なる拡大については、金融審議会で
の検討や米国での現状を踏まえ、平成１５ 年４ 月１ 日に
適格機関投資家の範囲を拡大したところであり、更なる適格
機関投資家の範囲の拡大は措置困難である。また、個人投資
者を「適格機関投資家」の範囲に加えることについては、平
成１４ 年１２ 月の金融審議会第一部会報告において、「従
来の適格機関投資家である金融機関等への対応と個人投資家
への対応は大きく異なることなどを考慮し、当分の間は、ベ
ンチャーキャピタル会社等への拡大の実情を評価することと
し、現時点において、個人投資家を適格機関投資家の範囲に
加えることは時期尚早と考えられる」とされたところであ
る。まず、ベンチャーキャピタル会社等への拡大について、
実情を評価することが先決であるが、昨年度から導入された
ものであり、今後の実績を考慮し、また、米国での現状を踏
まえながら評価する必要があるため、個人投資者について適
格機関投資家の範囲に加えることは措置困難。」との回答が
示された。しかしながら、わが国資本市場の一層の発展と経
済活性化のためには、様々なニーズに対応した金融商品の普
及が不可欠である。現行の公募ルールでは新しい商品に対す
る柔軟性に欠けるため、まずは私募市場の拡大が喫緊の課題
と考えるが、従来の金融機関では積極的なリスクテイクに限
界があり、資力とその意志ある投資家を増やすことが市場の
厚みに繋がる。届出制をとることで、自己責任原則は徹底で
き、また、法人については、事業を通じて様々なリスク判断
を行っていることから、私募であっても十分な情報開示がな
されなければ投資は行わない。なお、個人については米国で
も、資産規模等の制限をつけた上で適格機関投資家の範囲に
含めている。投資経験を加味したうえで一定の要件を満たし
た個人を適格投資家とすることは投資者にとっても投資機会
の拡大に繋がる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

生命保険会社は、法人である生
命保険募集人及び保険仲立人
保険業法第300
に対し、自己又は密接な関係を
条、同規則第234
有する法人を契約者とする場合
条,平成10年大蔵
には、手数料支払等による保険
省告示第238号、
料の割引、割戻し等を目的とし
事務ガイドライン
た保険募集を行うことがないよう
2-2
指導及び管理等の措置を講じる
必要がある。

生命保険会社は、法人である生
命保険募集人及び保険仲立人
保険業法第300
に対し、自己又は密接な関係を
条、同規則第234
有する法人を契約者とする場合
条,平成10年大蔵
には、手数料支払等による保険
省告示第238号、
料の割引、割戻し等を目的とし
事務ガイドライン
た保険募集を行うことがないよう
2-2
指導及び管理等の措置を講じる
必要がある。

不動産特定共同
事業法第２４条

不動産特定共同事業者は、不動産
特定共同事業が成立するまでの間
に、不動産特定共同事業契約の内
容及びその履行に関する事項で
あって主務省令で定めるものにつ
いて、書面を交付して説明しなけれ
ばならない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

Ｃ

-

-

−

措置の概要
（対応策）

自己・特定契約の規制は、募集
手数料を支払う名目で、実質的
に特定の保険契約者に対して
保険料の割引と特別の利益提
供による不公平な保険募集等
が行われないようにとの趣旨か
ら設けられているものであり、こ
うした観点からこれらの規制を
見直すことは困難である。

自己・特定契約の規制は、募集
手数料を支払う名目で、実質的
に特定の保険契約者に対して
保険料の割引と特別の利益提
供による不公平な保険募集等
が行われないようにとの趣旨か
ら設けられているものであり、こ
うした観点からこれらの規制を
見直すことは困難である。

不動産特定共同事業商品の契約
の申込者が、契約の内容等につい
て十分知らないままに契約締結を
行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性があることから、適切に情
報が開示されていることが不可欠
であり、契約成立前にその内容等
について書面を交付して説明する
ことが、消費者保護やトラブル未然
防止の観点から必要と考えられる。
また、説明内容に関しても不動産
特定共同事業商品は不動産として
の性格が強い商品であることから、
金融商品販売法上要求される説明
事項に加えて、不動産特定共同事
業法上要求される個々の対象不動
産に関する独自の説明（賃貸状況
等）がなされることが消費者保護の
観点からも不可欠である。

その他

管理コード

z0300169

z0300169

z0300170

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

生命保険の自己契約及び特定契約に
係る規制の明確化

生命保険の自己契約及び特定契約に
係る規制の明確化

国土交通省、 不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃
金融庁

要望
管理番号

5086

5092

5086

要望事項
管理番号

50860013

50920013

50860017

86/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

13

13

17

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

生命保険代理店が行なう、自己または自
己と密接な関係を有する法人の保険契約
の募集については、その募集が保険料の
生命保険の自己契約及び特定契約に 割引、割戻しを目的としない限りは、代
理店手数料の支払が可能であることを明
係る規制の明確化
示することを要望する。併せて、「保険
料の割引、割戻しを目的とする保険募
集」の判断基準を示すことを要望する。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とりわけ手
数料の取扱いについて、生損保間で規制内容に格差が存在す
る。２．損害保険では取扱いを全体保険料の５０％以下に制
限しているものの、手数料の支払いは認められているのに対
し、生命保険では一切の手数料支払いが禁止されている。
３．保険業法で規制している損害保険と比べてより厳しい制
限を、法令等の根拠がない事務ガイドラインで設けることは
問題がある。＜内容＞損害保険の自己契約に関しては、保険
業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱いが禁止
される一方で、５０％以内の範囲内においては手数料の支払
いが認められている。また、特定契約についても、事務ガイ
ドライン３−１−２（１）②で同様の規制がなされている。
これに対し、生命保険の自己・特定契約に関しては、保険業
法に明文の規定がなく、事務ガイドライン２−２（３）②ロ
で「生命保険会社は法人である生命保険募集人に対し、自己
又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を保険契
約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、割
戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導及
び管理等の措置を講じているか。」と記されているのみであ
る。 ところで、事務ガイドラインが定められる１９９８年
以前は、生命保険会社の業務運営に関しては蔵銀第５００号
により規制がなされていたが、自己・特定契約について「法
人である生命保険募集人が自己又は当該生命保険募集従事者
と密接な関係を有する者として以下に掲げる法人を保険契約
者とする保険募集を行った場合は、生命保険会社は当該保険
募集に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないものと
する。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当該事務
ガイドラインを蔵銀第５００号と照らし合わせると、表現の
差こそあれ、両者の規制内容は実質的に同一であると言わざ
るを得ず、これにより現在も自己・特定契約に係る手数料支
払いは禁止という規制が事実として存在している。以上によ
り、自己・特定契約に係る手数料の取扱いは生損保間で格差
があり、生命保険については法令等に拠らないで損害保険よ
り厳しい制限がなされ、一切の手数料支払いが禁止されてい
ることから、適用基準の明確化と規制の緩和を求めてきた。
当方の要望に対し、「自己・特定契約の規制は募集手数料を
支払う名目で、実質的に特定の保険契約者に対して保険料の
割引と特別の利益提供による不公平な保険募集等が行われな
いようにとの趣旨から設けられているものであり、こうした観

生命保険代理店が行なう、自己または自
己と密接な関係を有する法人の保険契約
の募集については、その募集が保険料の
生命保険の自己契約及び特定契約に 割引、割戻しを目的としない限りは、代
理店手数料の支払が可能であることを明
係る規制の明確化
示することを要望する。併せて、「保険
料の割引、割戻しを目的とする保険募
集」の判断基準を示すことを要望する。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とりわけ手
数料の取扱いについて、生損保間で規制内容に格差が存在す
る。２．損害保険では取扱いを全体保険料の５０％以下に制
限しているものの、手数料の支払いは認められているのに対
し、生命保険では一切の手数料支払いが禁止されている。
３．保険業法で規制している損害保険と比べてより厳しい制
限を、法令等の根拠がない事務ガイドラインで設けることは
問題がある。＜内容＞損害保険の自己契約に関しては、保険
業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱いが禁止
される一方で、５０％以内の範囲内においては手数料の支払
いが認められている。また、特定契約についても、事務ガイ
ドライン３−１−２（１）②で同様の規制がなされている。
これに対し、生命保険の自己・特定契約に関しては、保険業
法に明文の規定がなく、事務ガイドライン２−２（３） ②
ロで「生命保険会社は法人である生命保険募集人に対し、自
己又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を保険
契約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、
割戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導
及び管理等の措置を講じているか。」と記されているのみで
ある。ところで、事務ガイドラインが定められる１９９８年
以前は、生命保険会社の業務運営に関しては蔵銀第５００号
により規制がなされていたが、自己・特定契約について「法
人である生命保険募集人が自己又は当該生命保険募集従事者
と密接な関係を有する者として以下に掲げる法人を保険契約
者とする保険募集を行った場合は、生命保険会社は当該保険
募集に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないものと
する。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当該事務
ガイドラインを蔵銀第５００号と照らし合わせると、表現の
差こそあれ、両者の規制内容は実質的に同一であると言わざ
るを得ず、これにより現在も自己・特定契約に係る手数料支
払いは禁止という規制が事実として存在している。以上によ
り、自己・特定契約に係る手数料の取扱いは生損保間で格差
があり、生命保険については法令等に拠らないで損害保険よ
り厳しい制限がなされ、一切の手数料支払いが禁止されてい
ることから、適用基準の明確化と規制の緩和を求めてきた。
当方の要望に対し、「自己・特定契約の規制は募集手数料を
支払う名目で、実質的に特定の保険契約者に対して保険料の
割引と特別の利益提供による不公平な保険募集等が行われな
いようにとの趣旨から設けられているものであり、こうした観

不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

「説明」の概念の定義が法律上存在しな
いが、現在の運用は宅地建物取引業法第
３５条の重要事項説明と同等と解釈され
ているのが一般的となっており、実務上
のコストは多大なものである。本年6
月、同要望に対して国土交通省及び金融
庁から「不動産特定共同事業商品の契約
の申込者が、契約の内容等について十分
知らないままに契約締結を行うと、後々
のトラブルの原因となる可能性があるこ
とから、適切に情報が開示されているこ
とが不可欠であり、契約成立前にその内
容等について書面を交付して説明するこ
とが、消費者保護やトラブル未然防止の
観点から必要と考えられる。また、説明
内容に関しても不動産特定共同事業商品
｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙
は不動産としての性格が強い商品である
される金融商品においては、読んで聞か
不動産特定共同事業商品の販売の効率化
ことから、金融商品販売法上要求される
せる説明義務を課しておらず、不動産特
とマーケットの拡大に寄与する。
説明事項に加えて、不動産特定共同事業
定共同事業法の説明義務の過度な規制を
法上要求される個々の対象不動産に関す
緩和すべきである。
る独自の説明（賃貸状況等）がなされる
ことが消費者保護の観点からも不可欠で
ある。との回答が示された。「金融商品
の販売等に関する法律」においては説明
義務を販売業者に課しているが、対面に
よる説明まで要求しているものではな
い。REITを含めた投資信託や商品ファン
ド等他の金融商品を販売する場合には書
面の交付義務こそあれ、読んで聞かせる
ような説明義務までは課していない。多
数の不動産をパッケージしている不動産
特定共同事業はREITを含めた投資信託や
商品ファンドと同様に金融商品であり、
同等の書面の交付義務を課すことで投資
家保護は図られる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

不動産特定共同
事業法第２４条

制度の現状

不動産特定共同事業者は、不動産
特定共同事業が成立するまでの間
に、不動産特定共同事業契約の内
容及びその履行に関する事項で
あって主務省令で定めるものにつ
いて、書面を交付して説明しなけれ
ばならない。

特定目的会社の資金調達手段
資産の流動化に は、資産対応証券、特定目的借
関する法律第2 入れ、特定目的信託に限定され
条第2項
ている。
租税特別措置法
第６７条の１４ 現在、匿名組合出資による資金
調達は認められていない。

特定目的会社の資金調達手段
資産の流動化に は、資産対応証券、特定目的借
関する法律第2 入れ、特定目的信託に限定され
条第2項
ている。
租税特別措置法
第６７条の１４ 現在、匿名組合出資による資金
調達は認められていない。

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

f

f

−

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

不動産特定共同事業商品の契約
の申込者が、契約の内容等につい
て十分知らないままに契約締結を
行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性があることから、適切に情
報が開示されていることが不可欠
であり、契約成立前にその内容等
について書面を交付して説明する
ことが、消費者保護やトラブル未然
防止の観点から必要と考えられる。
また、説明内容に関しても不動産
特定共同事業商品は不動産として
の性格が強い商品であることから、
金融商品販売法上要求される説明
事項に加えて、不動産特定共同事
業法上要求される個々の対象不動
産に関する独自の説明（賃貸状況
等）がなされることが消費者保護の
観点からも不可欠である。

特定目的会社が匿名組合出資
による資金調達を行い、かつ当
該資産の流動化について課税
の特例を設けることを可能とす
るためには、税制上の見直しが
必要。

特定目的会社が匿名組合出資
による資金調達を行い、かつ当
該資産の流動化について課税
の特例を設けることを可能とす
るためには、税制上の見直しが
必要。

その他

管理コード

z0300170

z0300171

z0300171

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、 不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃
金融庁

金融庁

金融庁

特定目的会社の資金調達手段の拡大

特定目的会社の資金調達手段の拡大

要望
管理番号

5092

5086

5092

要望事項
管理番号

50920017

50860019

50920019

87/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オリックス株式会社

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

要望
事項番号

17

19

19

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

不動産特定共同事業契約締結に係る
説明義務の撤廃

「説明」の概念の定義が法律上存在しな
いが、現在の運用は宅地建物取引業法第
３５条の重要事項説明と同等と解釈され
ているのが一般的となっており、実務上
のコストは多大なものである。本年6
月、同要望に対して国土交通省及び金融
庁から「不動産特定共同事業商品の契約
の申込者が、契約の内容等について十分
知らないままに契約締結を行うと、後々
のトラブルの原因となる可能性があるこ
とから、適切に情報が開示されているこ
とが不可欠であり、契約成立前にその内
容等について書面を交付して説明するこ
とが、消費者保護やトラブル未然防止の
観点から必要と考えられる。また、説明
内容に関しても不動産特定共同事業商品
｢金融商品の販売等に関する法律｣に列挙
は不動産としての性格が強い商品である
される金融商品においては、読んで聞か
不動産特定共同事業商品の販売の効率化
ことから、金融商品販売法上要求される
せる説明義務を課しておらず、不動産特
とマーケットの拡大に寄与する。
説明事項に加えて、不動産特定共同事業
定共同事業法の説明義務の過度な規制を
法上要求される個々の対象不動産に関す
緩和すべきである。
る独自の説明（賃貸状況等）がなされる
ことが消費者保護の観点からも不可欠で
ある。との回答が示された。「金融商品
の販売等に関する法律」においては説明
義務を販売業者に課しているが、対面に
よる説明まで要求しているものではな
い。REITを含めた投資信託や商品ファン
ド等他の金融商品を販売する場合には書
面の交付義務こそあれ、読んで聞かせる
ような説明義務までは課していない。多
数の不動産をパッケージしている不動産
特定共同事業はREITを含めた投資信託や
商品ファンドと同様に金融商品であり、
同等の書面の交付義務を課すことで投資
家保護は図られる。

特定目的会社の資金調達手段の拡大

匿名組合契約に基づく出資などを追加
し、その担い手を増やすべきである。

金融機関、特定の事業会社が特定目的会
社に貸付を行なうことが認められている
ことに鑑みれば、証券市場の発展への寄
与を理由に匿名組合出資を認めない理由
にはならない。また、例えば、特定目的
会社に貸付を行なう企業が匿名組合出資
を行なうことを認めることは、投資家保
護に欠けるものではない。本年6月、同
要望に対して金融庁から「本年６月の証
取法改正で、匿名組合出資を新たに有価
証券とみなすこととしたのは、投資家保
護の観点から証取法上の規制を課す必要
があることによるもの。同改正によっ
プレーヤーの増加により、資産流動化が
て、匿名組合出資の法的性質が転々流通
促進される。特に不良債権処理に貢献す
性を有する有価証券に変化するものでは
るものと思われる。
ない。他方、特定目的会社は、原則とし
て転々流通する有価証券の発行により資
金調達を行うという基本スキームに基づ
くものであり、税制上の優遇もこのよう
なスキームを前提に認められている。仮
に匿名組合出資を特定目的会社の資金調
達手段として追加することとする場合
は、税制上の優遇の前提となる現行のス
キームの性格を根本的に見直すことにつ
ながるものであり、措置困難である。」
との回答が示された。資産流動化促進の
観点から、税制上の優遇範囲の拡大も含
めて再度検討願いたい。

匿名組合契約に基づく出資などを追加
し、その担い手を増やすべきである。

金融機関、特定の事業会社が特定目的会
社に貸付を行なうことが認められている
ことに鑑みれば、証券市場の発展への寄
与を理由に匿名組合出資を認めない理由
にはならない。また、例えば、特定目的
会社に貸付を行なう企業が匿名組合出資
を行なうことを認めることは、投資家保
護に欠けるものではない。本年6月、同
要望に対して金融庁から「本年６月の証
取法改正で、匿名組合出資を新たに有価
証券とみなすこととしたのは、投資家保
護の観点から証取法上の規制を課す必要
があることによるもの。同改正によっ
プレーヤーの増加により、資産流動化が
て、匿名組合出資の法的性質が転々流通
促進される。特に不良債権処理に貢献す
性を有する有価証券に変化するものでは
るものと思われる。
ない。他方、特定目的会社は、原則とし
て転々流通する有価証券の発行により資
金調達を行うという基本スキームに基づ
くものであり、税制上の優遇もこのよう
なスキームを前提に認められている。仮
に匿名組合出資を特定目的会社の資金調
達手段として追加することとする場合
は、税制上の優遇の前提となる現行のス
キームの性格を根本的に見直すことにつ
ながるものであり、措置困難である。」
との回答が示された。資産流動化促進の
観点から、税制上の優遇範囲の拡大も含
めて再度検討願いたい。

特定目的会社の資金調達手段の拡大

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

商品投資販売業者は顧客と商
商品投資に係る
品投資契約等を締結した際に契
事業の規制に関
約内容を示した書面を交付する
する法律第１７条
こととなっている。

商品投資販売業者は顧客と商
商品投資に係る
品投資契約等を締結した際に契
事業の規制に関
約内容を示した書面を交付する
する法律第１７条
こととなっている。

商品投資販売業者と商品投資
契約を締結した顧客は契約成
商品投資に係る
立時交付書面を受領した日から
事業の規制に関
起算して１０日を経過するまで
する法律第１９条
の間、書面によりその契約の解
除を行うことができる。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

ｃ

−

−

−

措置の概要
（対応策）

契約成立時交付書面（１７条書
面）とは、商品投資契約が成立
した場合に、後日当事者間にそ
の内容を巡る紛争が発生するこ
とを回避するため、成立した契
約の内容を書面に記載し、顧客
に対し交付することにより、その
明確化を図る趣旨から交付を求
めているものである。
したがって、契約内容の明確化
を図るという趣旨により交付を
求めている契約時交付書面を、
投資家は契約書により内容を把
握しているという理由で撤廃す
ることは困難である。

契約成立時交付書面（１７条書
面）とは、商品投資契約が成立
した場合に、後日当事者間にそ
の内容を巡る紛争が発生するこ
とを回避するため、成立した契
約の内容を書面に記載し、顧客
に対し交付することにより、その
明確化を図る趣旨から交付を求
めているものである。
したがって、契約内容の明確化
を図るという趣旨により交付を
求めている契約時交付書面を、
投資家は契約書により内容を把
握しているという理由で撤廃す
ることは困難である。

商品投資契約においてクーリン
グオフ規定を設けているのは、
商品投資の仕組みが複雑であ
るため一般の投資者がそれを
十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘に
よって冷静な判断をしないまま
契約締結に至る事態が想定さ
れることから、投資家に対して
契約締結後一定期間は意志決
定の再確認をしうる時間的余裕
を与えることとするためである。
投資信託との比較においては、
理解しないまま契約締結するお
それについて格差はないもの
の、商品ファンドが主としてレバ
レッジ効果のある商品先物によ
り運用されること等から、一般的
にはよりハイリスク・ハイリター
ンという特性があり、販売業者
によってより利殖性が強調され
やすいものと認められる。
このため、現状において、投資
信託と比較しても、法目的であ
る投資家保護の観点から、クー
リングオフ規定を撤廃すること
は困難である。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

5086

50860021

11

社団法人リース事業協会

50920021

11

オリックス株式会社

21

22

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資
家が能動的に判断する局面が多く、契約締結
後、投資を取りやめるケースは時折存在す
る。一方、クーリングオフ制度を活用した資
金払込後の契約撤回は、ほとんど利用されて
いない現状である。クーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。合理的
理由が存在するなら、投資信託にも即刻クー
リングオフを適用すべきである。本年6月、
同要望に対して金融庁・農林水産省・経済産
業省から「商品投資契約においてクーリング
オフ規定を設けているのは、商品投資の仕組
みが複雑であるため一般の投資者がそれを十
分に理解しないまま契約を締結したり、販売
業者の勧誘によって冷静な判断をしないまま
大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 契約締結に至る事態が想定されることから、
投資家に対して契約締結後一定期間は意思決
が変動する資金運用には馴染まない概念 ンドの運用コストの軽減
定の再確認をしうる時間的余裕を与えること
である。
とするためである。このため、商品ファンド
の多くが一般の投資家に広く販売されている
現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃すること
は困難である。なお、金融商品販売法に規定
する事業者の事前説明義務事項には、クーリ
ングオフに関する事項も含まれており、同法
の施行がクーリングオフ制度を撤廃する合理
的理由とはならない。」との回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には設け
られていない制度を商品ファンドに設けるこ
とに対する十分な説明とは思われず、実際に
は、投資家が能動的に投資の是非を判断する
局面が多いことからクーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。早急な
措置を要望する。

産業省

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

z0300173 水産省、経済 （クーリングオフの義務撤廃）

5086

50860022

産業省

88/102

11

社団法人リース事業協会

要望理由

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報
開示後退と取られる可能性もあるために措置
が難しい項目であると考えられるが、この契
約成立時書面を交付する直前に、より詳細な
目論見書（契約成立前書面）を交付してお
り、同等以下の内容の書面を再度交付するこ
とは、投資家に時間的・金銭的コストを負担
させるだけで、情報開示には役立っていな
い。契約成立時の書面の交付義務は証取法な
ど、他の類似の法律においては存在せず、明
らかに過剰規制である。いち早く撤廃をすべ
きである｡本年6月、同要望に対して金融庁・
農林水産省・経済産業省から「契約成立時交
付書面（１７ 条書面）とは、商品投資契約
が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、
成立した契約の内容を書面に記載し、顧客に
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 対し交付することにより、その明確化を図る
趣旨から交付を求めているものである。ま
約成立時交付書面の撤廃）
望する。
ンドの運用コストの軽減
た、契約成立前交付書面（１６ 条書面）と
は、投資家が商品投資契約を締結するか否か
を判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事
前に交付することにより、投資家の理解を促
す趣旨から交付を求めているものである。上
記のとおり、これらは各々が違う役割を持っ
ており、投資家と販売業者間の紛争を回避
し、法目的である投資家保護を徹底している
と考えている。よって、契約成立時交付書面
（１７ 条書面）を撤廃することは、顧客が
契約内容を把握できなくなる等、投資家保護
上問題があり対応は困難である。」との回答
が示された。しかしながら、実際には顧客は
契約書によって契約内容を把握しており、契
約成立時交付書面（１７ 条書面）を撤廃し
たとしても投資家保護上問題があるとは思わ
れない。早急な措置を要望する。

金融庁、農林

5092

具体的事業の
実施内容

21

産業省

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契
z0300172 水産省、経済 約成立時交付書面の撤廃）

具体的
要望内容

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報
開示後退と取られる可能性もあるために措置
が難しい項目であると考えられるが、この契
約成立時書面を交付する直前に、より詳細な
目論見書（契約成立前書面）を交付してお
り、同等以下の内容の書面を再度交付するこ
とは、投資家に時間的・金銭的コストを負担
させるだけで、情報開示には役立っていな
い。契約成立時の書面の交付義務は証取法な
ど、他の類似の法律においては存在せず、明
らかに過剰規制である。いち早く撤廃をすべ
きである｡本年6月、同要望に対して金融庁・
農林水産省・経済産業省から「契約成立時交
付書面（１７ 条書面）とは、商品投資契約
が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、
成立した契約の内容を書面に記載し、顧客に
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 対し交付することにより、その明確化を図る
趣旨から交付を求めているものである。ま
約成立時交付書面の撤廃）
望する。
ンドの運用コストの軽減
た、契約成立前交付書面（１６条書面）と
は、投資家が商品投資契約を締結するか否か
を判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事
前に交付することにより、投資家の理解を促
す趣旨から交付を求めているものである。上
記のとおり、これらは各々が違う役割を持っ
ており、投資家と販売業者間の紛争を回避
し、法目的である投資家保護を徹底している
と考えている。よって、契約成立時交付書面
（１７条書面）を撤廃することは、顧客が契
約内容を把握できなくなる等、投資家保護上
問題があり対応は困難である。」との回答が
示された。しかしながら、実際には顧客は契
約書によって契約内容を把握しており、契約
成立時交付書面（１７条書面）を撤廃したと
しても投資家保護上問題があるとは思われな
い。早急な措置を要望する。

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契
z0300172 水産省、経済 約成立時交付書面の撤廃）

要望事項
（事項名）

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

商品投資販売業者と商品投資
契約を締結した顧客は契約成
商品投資に係る
立時交付書面を受領した日から
事業の規制に関
起算して１０日を経過するまで
する法律第１９条
の間、書面によりその契約の解
除を行うことができる。

投資信託及び投 主として特定資産に対する投資
資法人に関する として運用することを目的とする
法律第2条第1項 場合は、投資信託に該当する。

投資信託及び投 主として特定資産に対する投資
資法人に関する として運用することを目的とする
法律第2条第1項 場合は、投資信託に該当する。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

c

c

−

-

-

措置の概要
（対応策）

商品投資契約においてクーリン
グオフ規定を設けているのは、
商品投資の仕組みが複雑であ
るため一般の投資者がそれを
十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘に
よって冷静な判断をしないまま
契約締結に至る事態が想定さ
れることから、投資家に対して
契約締結後一定期間は意志決
定の再確認をしうる時間的余裕
を与えることとするためである。
投資信託との比較においては、
理解しないまま契約締結するお
それについて格差はないもの
の、商品ファンドが主としてレバ
レッジ効果のある商品先物によ
り運用されること等から、一般的
にはよりハイリスク・ハイリター
ンという特性があり、販売業者
によってより利殖性が強調され
やすいものと認められる。
このため、現状において、投資
信託と比較しても、法目的であ
る投資家保護の観点から、クー
リングオフ規定を撤廃すること
は困難である。

投資信託に該当するものについ
ては、投資信託及び投資法人に
関する法律の対象とすべきであ
り、措置不可能。

投資信託に該当するものについ
ては、投資信託及び投資法人に
関する法律の対象とすべきであ
り、措置不可能。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
z0300173 水産省、経済 （クーリングオフの義務撤廃）

5092

50920022

11

オリックス株式会社

22

産業省

z0300174

z0300174

金融庁

金融庁

商品ファンドに関する投資信託の規制
について

商品ファンドに関する投資信託の規制
について

5086

5092

50860023

50920023

89/102

11

11

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

23

23

要望事項
（事項名）

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資
家が能動的に判断する局面が多く、契約締結
後、投資を取りやめるケースは時折存在す
る。一方、クーリングオフ制度を活用した資
金払込後の契約撤回は、ほとんど利用されて
いない現状である。クーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。合理的
理由が存在するなら、投資信託にも即刻クー
リングオフを適用すべきである。本年6月、
同要望に対して金融庁・農林水産省・経済産
業省から「商品投資契約においてクーリング
オフ規定を設けているのは、商品投資の仕組
みが複雑であるため一般の投資者がそれを十
分に理解しないまま契約を締結したり、販売
業者の勧誘によって冷静な判断をしないまま
大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 契約締結に至る事態が想定されることから、
投資家に対して契約締結後一定期間は意思決
が変動する資金運用には馴染まない概念 ンドの運用コストの軽減
定の再確認をしうる時間的余裕を与えること
である。
とするためである。このため、商品ファンド
の多くが一般の投資家に広く販売されている
現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃すること
は困難である。なお、金融商品販売法に規定
する事業者の事前説明義務事項には、クーリ
ングオフに関する事項も含まれており、同法
の施行がクーリングオフ制度を撤廃する合理
的理由とはならない。」との回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には設け
られていない制度を商品ファンドに設けるこ
とに対する十分な説明とは思われず、実際に
は、投資家が能動的に投資の是非を判断する
局面が多いことからクーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。早急な
措置を要望する。

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
商品ファンドに関する投信法の規制に 下の商品ファンドにおいて、残余資産を
投資家への多様な商品の提供
普通預金や定期預金で運用している商品
ついて
ファンドは投信法の規制が及ばないこと
を明確にすることを要望する。

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
下の商品ファンドにおいて、残余資産を
当座預金、普通預金、定期預金で運用し
ているファンドは商品ファンド法の規定
により商品ファンドと定義され、投資家
保護を含めた商品ファンド法の様々な規
制の対象になっている。一方、上記構成
のファンドを信託型で組成した場合、現
行の投資信託及び投資法人に関する法律
の規定では銀行預金が特定資産となって
いるため、投資信託にも該当するという
解釈が成り立ち、規制が二重に掛かるこ
とになる。商品ファンドである限りは、
商品ファンド法の規制に従って組成およ
び販売が行われていれば投資家保護上問
題はないはずであり、さらに投資信託及
び投資法人に関する法律の規制が係るの
は不合理であり過剰規制である。従っ
て、商品ファンドについては投資信託及
び投資法人に関する法律の規制の対象外
にすべきである。具体的には、先物取
引、オプション取引では委託証拠金制度
等によりレバレッジを効かせた運用が可
能であることから、残余資産を銀行預金
でリザーブして置くこととなる。主たる
運用は、あくまで商品先物取引であるた
め、商品ファンド法のみの規制とすべき
である。

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
商品ファンドに関する投信法の規制に 下の商品ファンドにおいて、残余資産を
投資家への多様な商品の提供
普通預金や定期預金で運用している商品
ついて
ファンドは投信法の規制が及ばないこと
を明確にすることを要望する。

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
下の商品ファンドにおいて、残余資産を
当座預金、普通預金、定期預金で運用し
ているファンドは商品ファンド法の規定
により商品ファンドと定義され、投資家
保護を含めた商品ファンド法の様々な規
制の対象になっている。一方、上記構成
のファンドを信託型で組成した場合、現
行の投資信託及び投資法人に関する法律
の規定では銀行預金が特定資産となって
いるため、投資信託にも該当するという
解釈が成り立ち、規制が二重に掛かるこ
とになる。商品ファンドである限りは、
商品ファンド法の規制に従って組成およ
び販売が行われていれば投資家保護上問
題はないはずであり、さらに投資信託及
び投資法人に関する法律の規制が係るの
は不合理であり過剰規制である。従っ
て、商品ファンドについては投資信託及
び投資法人に関する法律の規制の対象外
にすべきである。具体的には、先物取
引、オプション取引では委託証拠金制度
等によりレバレッジを効かせた運用が可
能であることから、残余資産を銀行預金
でリザーブして置くこととなる。主たる
運用は、あくまで商品先物取引であるた
め、商品ファンド法のみの規制とすべき
である。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行法第１６条
の２、銀行法施
行規則第１７条
の３第１項、平成
１４年金融庁告
示３４号（平成１４
年３月２９日）

平成１４年銀行法告示「銀行法
第１６条の２第７項等の規定に
基づき、従属業務を営む会社が
主として銀行若しくは銀行持株
会社又はそれらの子会社のた
めに従属業務を営んでいるかど
うかの基準を定める件」第２条
第１項第２号より、銀行若しくは
長期信用銀行又は銀行業を営
む外国の会社の営む業務のた
めに従属業務を営む会社が、銀
行法施行規則第１７条の３第１
号〜第２１号までに掲げるそれ
ぞれの業務を営む場合につき、
当該銀行及びその子会社であ
る銀行、長期信用銀行若しくは
銀行業を営む外国会社のいず
れかからの収入があることとさ
れている。

・銀行法施行規
則第17条の３第
１項第３号
・「中小・地域金
融機関向けの総
合的な監督指
針」Ⅲ−２−２
（１）

・子会社が行うことのできる金融
関連業務として、銀行法第10条
第2項に規定する業務を掲げて
いる。
・中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針Ⅲ―２−２（１）
において、銀行の取引先企業に
対する経営相談・支援機能の強
化の観点から、固有業務と切り
離して行うコンサルティング業
務、ビジネスマッチング業務等
についても、銀行法第10条第2
項に規定するその他付随業務
に該当することとしている。

短期社債を含む有価証券を公
募により発行する会社は、有価
証券届出書又は発行登録書を
証券取引法第4
内閣総理大臣に提出して行なう
条第1項及び第2
こととされている。発行登録制度
項、第5条第1
を利用する会社は、利用適格要
項、法23条の3
件（継続開示要件及び周知性要
件）を満たさなければならないと
されている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行子会社
が行う集配金業務等に係る収
入依存度規制の撤廃等を認め
るか否かについては、銀行の経
営効率化の必要性を踏まえ、銀
行の他業禁止規定と、本来、銀
行業から見れば他業である従
属業務の在り方を踏まえつつ検
討を行う。」とされていることを踏
まえ、銀行の他業禁止の趣旨等
を踏まえて引き続き検討を行う。

Ⅳ

銀行がその取引先との間でビジ
ネスマッチング業務等を行うこと
が認められている趣旨に照らし
て、銀行持株会社の子会社がそ
の取引先企業との間でこれらの
業務を行うことが「その他付随
業務」に該当するかについて検
討を行う。

-

投資者保護を図るためには、有
価証券届出書、有価証券報告
書等により有価証券の発行者
の財務内容、事業内容等を正
確、公平かつ適時に開示し、そ
れを基礎として投資者がその責
任において有価証券の価値そ
の他の投資に必要な判断をす
るための機会を与えることが必
要である。
「親会社が債務の保証を行う」こ
とは、投資判断における一つの
重要な要素ではあるが、資金調
達をしようとする発行会社の財
務内容、事業内容等は投資判
断を行うための極めて基本的な
情報であり、投資者保護の観点
から、発行会社の企業情報を開
示しなくてもよいということは考
えられない。

その他

管理コード

z0300175

z0300176

z0300177

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

従属業務を営む子会社の銀行からの
収入条項の廃止

銀行法第10条第2項に規定される「その
他の付随業務」の取扱範囲の拡大

短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

要望
管理番号

5086

5086

5086

要望事項
管理番号

50860026

50860027

50860028

90/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

銀行持株会社又はその子会社等の従属業
務を営む会社は、各事業年度においてそ
の営む各々の従属業務につき、当該銀行
持株会社の子銀行からの収入があること
が定められているが、銀行からの収入の
条項を廃止し、業務の自由度を高めるも
の。

26

従属業務を営む子会社の銀行からの
収入条項の廃止

27

「その他の付随業務」として列挙されて
いる、コンサルティング業務、ビジネス
マッチング業務、M&Aに関する業務、事
務委託業務については、銀行持株会社の
銀行法第10条第2項に規定される「その 子会社においても、その取扱が容認され
ている。しかし、その業務を取扱う際、
他の付随業務」の取扱範囲の拡大
その対象は銀行の取引先企業と限定され
ている。銀行持株会社の子会社が上記業
務を営む際は、その対象を当該子会社の
取引先企業とする。

28

短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行持株会社の子会社の事務受託業務、
福利厚生業務（本体の業務を子会社にア
ウトソーシングすることにより、業務の
効率化が図れる。又、同種業務を他社か
ら受託することにより事業拡大が見込ま
れ、雇用拡大等に寄与する。）

銀行持株会社の子会社（甲）は、銀行法
で認められた銀行業以外の業務（リース
業務等）を営んでいる。甲にとっても、
従属業務を営む会社（乙）を活用した業
務の効率化が求められている。その従属
業務は、銀行法上、甲にとって認められ
た業務であり、乙はその一部を分担する
にも拘らず、甲にとっての兄弟会社であ
る当該銀行持株会社の子銀行からの収入
を必要とすることから、リース固有の業
務を分担することができず、業務の効率
化及び適正は人員配置が図れない。

銀行持株会社の子会社が持つビジネスノ
ビジネスマッチング業務、事務受託業務
ウハウ及び経営資源を有効活用すること
（設備投資に係るメーカー・ディーラー
により、事業の拡大及び人員の適正配置
等の紹介、他社の事務受託等、業務の拡
等が可能となり、経営の効率化等が図れ
大に寄与する。）
る。

証券取引法上の発行登録や情報開示の規
定を改正し、企業グループ内の金融子会
社が発行する公募CPについて、発行会社
の親会社が債務履行に関する保証を行う 資本市場の拡大・活性化。
社債について、連結ベースでの開示によ
り発行が可能となるようにすべきであ
る。

短期社債についても、原則として証券取
引法上の公募の概念が適用されるが、CP
は日々の発行が行われるため、届出書方
式で対応することは現実的でなく、発行
登録方式で対応せざるを得ない。一方で
発行登録制度を利用できるのは、原則と
して、有価証券報告書提出会社等である
ため、現状、継続開示を行っていない格
付けの高い会社がＣＰを事実上公募でき
ない。日々発行されるCPの商品特性、連
結ベースでの決算・企業情報開示、更に
今後の金融業務の本体からの金融専門子
会社への移行の流れを鑑みると、企業グ
ループ内の金融子会社による公募を可能
とするよう措置が講じられるべきであ
る。本年6月、同要望に対して金融庁か
ら「投資者保護を図るためには、有価証
券届出書、有価証券報告書等により有価
証券の発行者の財務内容、事業内容等を
正確、公平かつ適時に開示し、それを基
礎として投資者がその責任において有価
証券の価値その他の投資に必要な判断を
するための機会を与えることが必要であ
る。」との回答が示された。現在、有価
証券報告書における連結経営情報の開示
内容が拡充されていることから、100％
出資の親会社が連結ベースでの決算・企
業情報を開示する場合は、当該発行会社
が個別の情報（個別企業の財務情報のほ
か、資力、返済能力、デフォルトの可能
性等を含む。）を開示することは義務付
けないとすることに弊害はないと思われ
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

商法301条、
302条
社債等の
現在、短期社債の発行において
振替に関する はその総額が引き受けられるこ
法律第66条第1
とが要件となっている
項
第1号イ

商法301条、
302条
現在、短期社債の発行において
社債等の
振替に関する はその総額が引き受けられるこ
法律第66条第1
とが要件となっている
項
第1号イ

銀行の業務の全部又は一部を
代理する者は、金融機関を除く
銀行法施行規則
法人にあっては、委任銀行の１
第9条の3第2項、
００％出資子会社又は当該銀行
第3項、第10条
を子会社とする銀行持株会社の
子会社でなければならない。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

a

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ
Ⅲ

措置の概要
（対応策）

社債の発行手続については、
現在作業中の会社法制の
現代化（平成１７年法案提出予
定）
にかかる法制審議会等の議論
において、
その見直しの要否等について
検討中であり、短期社債の要件
についても、社債の発行手続に
ついての
検討を踏まえつつ見直しをする
方向
で検討中である。

社債の発行手続については、
現在作業中の会社法制の
現代化（平成１７年法案提出予
定）
にかかる法制審議会等の議論
において、
その見直しの要否等について
検討中であり、短期社債の要件
についても、社債の発行手続に
ついての
検討を踏まえつつ見直しをする
方向
で検討中である。

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」（平成１６年３月１９日閣
議決定）において、「銀行代理店
制度については、金融機関の健
全性や決済システムに与える影
響等の観点を踏まえつつ、資本
関係規制等制度の見直しを行う
こととし、平成１６年度中に検討
を行い、措置する。」とされてい
ることを踏まえ、検討を行い、措
置する。

その他

管理コード

z0300178

制度の
所管官庁

項目

金融庁、法務 社振法における「短期社債」の要件見
直し
省

金融庁、法務 社振法における「短期社債」の要件見
z0300178
直し
省

z0300179

金融庁

銀行法の代理店規制／貸付業務に限
定した代理店の貸金業者への解禁

要望
管理番号

5086

5092

5092

要望事項
管理番号

50860029

50920025

50920007

91/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

オリックス株式会社

オリックス株式会社

要望
事項番号

29

要望事項
（事項名）

社振法における「短期社債」の要件見
直し

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

社振法第66条1項イにおいて 「契約に
より社債の総額が引受けられるものであ
ること」が短期社債の要件のひとつとし ダイレクトＣＰの公募発行の普及および
て挙げられている。本要件の削除および 発行手続の簡素化
短期社債における「社債申込証」の取得
不要措置を要望する。

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に

社振法第66条1項イにおいて 「契約に
より社債の総額が引受けられるものであ
ること」が短期社債の要件のひとつとし ダイレクトＣＰの公募発行の普及および
て挙げられている。本要件の削除および 発行手続の簡素化
短期社債における「社債申込証」の取得
不要措置を要望する。

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされて
いるが、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受
クル場合ニハ之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の
機動的な発行を担保するため（申込証の作成を不要とするた
め）、立法の過程で「（商法における）総額引受」を短期社
債の要件としたものと考えらるが、実務において円滑な発行
を妨げる要因となり得るため当該要件の削除を希望するもの
である。発行登録制度において、証取法第23条の8第2項は、
「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通常
必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方
社振法において短期社債は「総額引受」が要件とされている
が、ダイレクトＣＰを発行体自らが募集（公募）を行なおう
とする場合には「総額引受」に該当しない場合も起こり得
る。社振法及び証取法の関連法令が予定している「短期社債
の募集」の発行形態は、発行体が引受人であるディーラー・
投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、両者が
合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発行
体による短期社債の発行があるという形態と考えられている
ため、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の
総額引受契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけ
ダイレクトＣＰの公募発行においては、一般債の公募におけ
る引受人（アンダーライター）が存在しないため、「発行総
額」を確定させたうえで投資者の募集を行うことは事実上不
可能である（ディーラーが一旦総額を引受ける公募発行にお
いてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定しない
ことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発
行体がそのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題は
ないものと思われる。一律の条件で投資者への勧誘を行え
ず、個別投資者毎に条件を設定して発行（引受）を行うとい
う行為は非効率的であり、公募発行の利点を生かせない。こ
の点は大きな弊害であり早急に改善が必要な点と考える。発
行したＣＰが「総額引受」でないという理由で社振法上の
「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原簿
の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不
可能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適
格要件を充足）するため、社振法において短期社債適用要件
（短期社債の総額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不
要措置）の見直しを要望するものである。本年6月、同要望に
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社振法における「短期社債」の要件見
直し

7

貸金業者は、貸金業規制法の規制のも
と、金銭貸借の媒介を行いうるところ<
＊1>、銀行の貸付けについては、媒介は
可能としても代理ができない。これから
の貸金業者は、いろいろな営業形態の展
開が考えられるべきであり、それにより
資金需要者のニーズに応え、融資事業の
【規制内容】銀行の業務の全部又は一部
正常化が図られる必要がある。その場合
を代理する者は、金融機関を除く法人に
の形態として、貸金業者が貸付金を自己
あっては、委任銀行の100％子会社また
貸金業者が独自の営業店網で接触する顧 の資産としないで代理業を行い手数料を
銀行法の代理店規制／貸付業務に限 はその銀行持株会社の子会社でなければ
客に対し、銀行ローンの契約の成約業務 取得する形態がある。これは銀行にとっ
ならない。【改革要望内容】銀行業務の
定した代理店の貸金業者への解禁
ても貸付を拡大する手法となるし、不適
を行う。
うち貸付業務に限り、貸金業者（貸金業
切な者には委任しなければよいので問題
規制法の登録を受けた者）の代理を認め
もない。本年６月、同要望に対して金融
る。
庁から「代理店制度については、金融機
関の健全性や決済システムに与える影響
等の観点を踏まえつつ、資本関係等につ
いて見直しを行うこととし、16年度中に
検討を行い、措置することとする。」と
回答が示された。早急な措置を期待す
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

改正前の信託業法においては、
信託会社が引き受けることができる
財産は信託業法第４条により限定
されている。
信託業法
また、信託業の担い手も①信託
金融機関の信託 業法による免許取得、②銀行法等
業務の兼営等に関 により金融機関の免許を取得した
する法律
上で兼営法による認可を受けること
とされており、現在、国内において
信託業を営んでいる者は②によっ
て認可を受けた金融機関のみと
なっている。

改正前の信託業法においては、
信託会社が引き受けることができる
財産は信託業法第４条により限定
されている。
信託業法
また、信託業の担い手も①信託
金融機関の信託 業法による免許取得、②銀行法等
業務の兼営等に関 により金融機関の免許を取得した
する法律
上で兼営法による認可を受けること
とされており、現在、国内において
信託業を営んでいる者は②によっ
て認可を受けた金融機関のみと
なっている。

短期社債を含む有価証券を公
募により発行する会社は、有価
証券届出書又は発行登録書を
証券取引法第4
内閣総理大臣に提出して行なう
条第1項及び第2
こととされている。発行登録制度
項、第5条第1
を利用する会社は、利用適格要
項、法23条の3
件（継続開示要件及び周知性要
件）を満たさなければならないと
されている。

措置の 措置の
分類
内容

ａ

ａ

ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、①現行の信託
業法で受託可能財産となっていな
い知的財産権等を受託可能財産と
するなど、受託可能財産の範囲を
拡大する、②現在、信託兼営金融
機関のみが行っている信託業を金
融機関以外の者が行い得るように
する、ため必要な制度整備を行うと
され、この報告を踏まえ、信託業法
案を第159回通常国会に提出し同
国会において閉会中審査案件とさ
れたが、第161回臨時国会において
成立。

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、①現行の信託
業法で受託可能財産となっていな
い知的財産権等を受託可能財産と
するなど、受託可能財産の範囲を
拡大する、②現在、信託兼営金融
機関のみが行っている信託業を金
融機関以外の者が行い得るように
する、ため必要な制度整備を行うと
され、この報告を踏まえ、信託業法
案を第159回通常国会に提出し同
国会において閉会中審査案件とさ
れたが、第161回臨時国会において
成立。

-

投資者保護を図るためには、有
価証券届出書、有価証券報告
書等により有価証券の発行者
の財務内容、事業内容等を正
確、公平かつ適時に開示し、そ
れを基礎として投資者がその責
任において有価証券の価値そ
の他の投資に必要な判断をす
るための機会を与えることが必
要である。
「親会社が債務の保証を行う」こ
とは、投資判断における一つの
重要な要素ではあるが、資金調
達をしようとする発行会社の財
務内容、事業内容等は投資判
断を行うための極めて基本的な
情報であり、投資者保護の観点
から、発行会社の企業情報を開
示しなくてもよいということは考
えられない。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300180

金融庁

z0300181

z0300182

金融庁

金融庁

項目

信託業法改正の早期成立

全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5092

50920009

11

5092

5092

50920010

50920024

92/102

11

11

要望主体名

オリックス株式会社

オリックス株式会社

オリックス株式会社

要望
事項番号

9

10

24

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信託業法改正の早期成立

信託業務の改正を行い、事業会社の信託
業、信託代理店への参入を可能にする。
現在、信託業、信託代理店は、金融機関
に限られている。

信託業務について、競争が促進されると
ともに、顧客への提案等の機会が増え、
市場の発展、顧客の利便性の向上に役立
つ。

信託業法の改正案が、国会に提出された
が、未だ成立していない。早期に成立さ
れ、信託業務の市場の発展、顧客の利便
性の向上が実現されることを要望する。

全ての金融機関について不動産処分
型信託の全面解禁

従前に認可を受けた信託銀行には取扱い
が認められている業務について、一定の
時期以降に認可を受けた信託銀行には認
められていないのは合理的な理由がな
い。本年６月、同要望に対して金融庁か
信託業務について、競争が促進されると ら「金融機関に課されている他業制限や
信託子会社に処分型の不動産信託の取扱 ともに、顧客への提案等の機会が増え、 金融機関の業務との関連性等を踏まえ検
市場の発展、顧客の利便性の向上に役立 討することとする。」との回答が示され
いを認めることを要望する。
た。処分型の不動産信託は、顧客のニー
つ。
ズも高く、規制を緩和することにより、
子会社信託銀行の事業機会を増やし、信
託の市場が広がることにつながることか
ら、早期に検討が開始され、措置がとら
れることを期待する。

短期社債の公募発行に関する証券取
引法上の開示内容の見直し

短期社債についても、原則として証券取
引法上の公募の概念が適用されるが、CP
は日々の発行が行われるため、届出書方
式で対応することは現実的でなく、発行
登録方式で対応せざるを得ない。一方で
発行登録制度を利用できるのは、原則と
して、有価証券報告書提出会社等である
ため、現状、継続開示を行っていない格
付けの高い会社がＣＰを事実上公募でき
ない。日々発行されるCPの商品特性、連
結ベースでの決算・企業情報開示、更に
今後の金融業務の本体からの金融専門子
会社への移行の流れを鑑みると、企業グ
ループ内の金融子会社による公募を可能
とするよう措置が講じられるべきであ
る。本年6月、同要望に対して金融庁か
ら「投資者保護を図るためには、有価証
券届出書、有価証券報告書等により有価
証券の発行者の財務内容、事業内容等を
正確、公平かつ適時に開示し、それを基
礎として投資者がその責任において有価
証券の価値その他の投資に必要な判断を
するための機会を与えることが必要であ
る。」との回答が示された。現在、有価
証券報告書における連結経営情報の開示
内容が拡充されていることから、100％
出資の親会社が連結ベースでの決算・企
業情報を開示する場合は、当該発行会社
が個別の情報（個別企業の財務情報のほ
か、資力、返済能力、デフォルトの可能
性等を含む。）を開示することは義務付
けないとすることに弊害はないと思われ
る。

証券取引法上の発行登録や情報開示の規
定を改正し、企業グループ内の金融子会
社が発行する公募CPについて、発行会社
の親会社が債務履行に関する保証を行う 資本市場の拡大・活性化。
社債について、連結ベースでの開示によ
り発行が可能となるようにすべきであ
る。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

銀行法施行規則
第９条の３第２
項、第１０条、平
成１１年金融監
督庁告示第１０
号第２条（平成１
１年４月１日）

制度の現状

平成１１年金融監督庁告示（平
成１１年４月１日）第１条第４号
ホにおいて、「銀行代理店は当
該代理店契約書に定められた
施設以外の場所において代理
業務を行うこと」が禁止されてい
る。

現在、海外出張の際に現金を多
額に所持することが危険である
ことから、一部の出張者を分任
支出負担行為担当官に任命し、
各省庁の会計に その者用の特定のクレジット
係る運用
カードでの使用が認められてい
る。なお、分任支出負担行為担
当官の任命は内閣本府の事務
である。金融庁では特段の規定
は設けていない。

受益証券等の発行者は外国投
投資信託及び投
資信託、外国投資証券の募集
資法人に関する
の取扱い等が行われる場合に、
法律第58条、第
あらかじめ金融庁長官に届け出
220条
なければならない。

措置の 措置の
分類
内容

a

d

c

Ⅰ
Ⅲ

措置の概要
（対応策）

定められた施設以外の場所に
おいて契約締結の代理業務を
行うことを認めるかどうかについ
て、顧客の利便性や銀行経営
の効率を高める観点から、検討
を行う。

該当な 金融庁においては、制度上の問
し
題はない。

-

外国投資信託等についても国
内での販売が行われる場合に
は、投資者保護の観点から、国
内投資信託等に係る投資信託
約款等の当局への届出、販売
の差止め命令等と同様の措置
を講じる必要がある。

その他

管理コード

z0300183

z0300184

z0300185

制度の
所管官庁

金融庁

全省庁

金融庁

項目

その他金融業を行う者の資金の貸付
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の
緩和

クレジットカード決済による支
払業務

国内の年金ファンド等による海外ＲＥＩＴ
の組入れを容易にすること

要望
管理番号

5094

5095

5096

要望事項
管理番号

50940009

50950002

50960002

93/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

ソニー株式会社

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

社団法人信託協会

要望
事項番号

9

2

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

その他金融業を行う者の資金の貸付 定められた施設以外での契約締結の媒介
（住宅ローン）の代理業務に係る規制の （勧誘行為を含む）を認めていただきた
い（渉外業務を行うことを認める）。
緩和

クレジットカード決済による支
払業務

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険会社が行うことのできる業務とし
て、その他金融業を行う者の資金の貸付
けの業務の代理が認められたにも拘わら
ず、定められた施設以外での契約締結の
媒介（勧誘行為を含む）を行うことがで
きないことは、渉外業務ができないこと
であり、事業促進において極めて大きな
阻害要因となる。よって、保険会社が、
定められた施設以外での契約締結の媒介
（勧誘行為を含む）を行うことが可能と
なれば、事業促進の向上はもとより、顧
客利便性の向上の観点からも極めて有効
である。

これまで各職員が個別に行っていた
精算業務をクレジットカード支払で
行うことで会計処理の簡素化と事務
の効率化を図ることができる。具体
的には職員の精算業務の効率化、仮
払・立替等の出納業務の削減、決算
出張旅費や物品購入等の支払業務を
各省庁で発生する出張旅費や物品購
の簡素化、振込手数料の削減などが
クレジットカード払いで行い、仮
入などの支払いを職員による立替精
実現できると考えているため、クレ
払・立替払や請求書払いなどの業務
算や請求書支払でなく、クレジット
ジットカードによる支払業務を行い
処理を各職員にクレジットカードを
カード支払で行うことに対する規制
たい。現在の各省庁の会計規則上問
配布し、業務を効率化・簡素化す
緩和をしていただきたい。
題があれば、行えるように緩和して
る。
いただきたい。制度上問題がなけれ
ば、その旨を明示していただきた
い。現在、内閣府、財務省、経済産
業省、警察庁で部分的に導入されて
いる。したがって実務的に問題がな
いと考える。

・ 主として不動産に投資を行う海外Ｒ
ＥＩＴ（米国ＲＥＩＴ、豪州プロパ
ティ・トラスト等）は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」における外国投
資信託あるいは外国投資証券に該当する
ものと解されている。なお、外国投資信
託及び外国投資証券については、発行者
等による内閣総理大臣への届出がない場
合、国内の証券会社は募集、売買、媒
介、取次ぎ等を行うことができないこと
となっている。ここで、海外ＲＥＩＴに
ついては、当該届出がなされていないも
のが一般的であることから、国内の証券
会社は取扱いができない。
・ 例えば、以下のような場合について
国内の年金ファンド等による海外ＲＥＩＴ は、投資家保護上、特段の問題は生じな
いと考えられることから、海外ＲＥＩＴ
の組入れを容易にすること
で発行者による届出がないものについて
国内の証券会社による取扱いを可能とす
る手当てを要望するもの。
① 売買の発注者が適格機関投資家であ
る場合
② 海外の市場に上場されている等の一
定の基準を満たすものである場合
③ 設定された国の法令に基づき承認等
を取得している場合
なお、②③については、特定の国・地域
の市場に上場されている、あるいは特定
の国・地域の法令に基づき承認等を取得
しているＲＥＩＴに限定して、取扱いを
可能とする手当てもあり得る。

・ 海外ＲＥＩＴは、外国株式の主要イ
ンデックスの構成銘柄として一定比率含
まれており、当該指標をベンチマークと
するパッシブ型の信託財産（特に年金資
産）運用において、組み入れが必須と
なっている。
・ ここにおいて、国内証券会社を通じ
た売買の発注ができないため、運用実績
がベンチマークと乖離する要因になって
おり、結果、投資家の利益を害するもの
となっている。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投 信託銀行は、主として有価証券
資法人に関する に対する投資として運用する場
法律施行令第2 合を除き、委託を受けることがで
条
きる。

信託銀行が委託者非指図型投
資信託の信託財産を主として有
投資信託及び投
価証券に対する投資として運用
資法人に関する
することを目的とする投資信託
法律第49条の3
契約を締結することを禁止して
いる。

登録事項、投資一任契約に係る
投資顧問業法第 業務に関する事項に変更があっ
8条第1項、第29 たときは2週間以内に内閣総理
条第1項第6号 大臣に届け出ることが義務づけ
られている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

c

-

措置の概要
（対応策）

「主として有価証券」で運用を行
う証券投資信託においては、幅
広く一般投資者から資金を集め
るスキームであることから、運用
者である投資信託委託業者に
専業義務を求めていること、委
託者と受託者の抑制機能により
投資者保護を図ってきたことに
照らせば、認可投資顧問業者で
ある信託銀行に自らが受託者と
なっている証券投資信託につ
き、運用の外部委託を認めるこ
ととした場合、投信法第5条の
2、第49条の3の趣旨に反するた
め、自らが受託者となっている
証券投資信託の運用の外部委
託を受けることを可能とすること
は困難。

-

「主として有価証券」で運用を行
う証券投資信託においては、幅
広く一般投資者から資金を集め
るスキームであることから、運用
者である投資信託委託業者に
専業義務を求めていること、委
託者と受託者の抑制機能により
投資者保護を図ってきたことに
照らせば、信託銀行が投信法に
基づく「主として有価証券」に対
する投資の運用指図を可能とす
ることは困難。

-

投資者保護上、内容に変更が
あれば迅速に行われるべきであ
り、また、2週間あれば、相応の
営業日を確保することが可能で
あることを踏まえれば、実質的
に期間の延長となる措置をとる
ことは適当ではないと考える。

その他

管理コード

z0300186

z0300187

z0300188

制度の
所管官庁

金融庁

項目

信託銀行による投資信託の効率的運
用を阻害する規制を撤廃すること（その
１）

金融庁

信託銀行による投資信託の効率的運
用を阻害する規制を撤廃すること（その
２）

金融庁

投資顧問業法第8条第1項および第29
条第1項第6号に基づく変更届出書の提
出期限の緩和

要望
管理番号

5096

5096

5096

要望事項
管理番号

50960003

50960004

50960008

94/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

3

4

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀行
が、委託者指図型投資信託あるいは投資法人
より投資信託財産の運用に係る権限の委託を
受ける場合において、当該信託銀行が自ら受
託者となっている投資信託財産については、
「主として有価証券」に運用することができ
ない。
・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀行
が、投資信託財産の運用に係る権限の委託を
制約なく受けられるようにすることを要望す
るもの。
・ 証券投資信託以外の投資信託、例えば不
動産投資信託については、斯様な規制はな
く、制度間の規制に論理的整合性がない。
・ 「主として有価証券」に投資する投資信
託財産の運用と管理を同一の者が行う場合
は、有価証券の値動きを利用して、受託者自
信託銀行による投資信託の効率的運 らあるいは当該投資信託の受益者以外の第三
者を利するような行為を行うというような弊
用を阻害する規制を撤廃すること（その 害の発生の蓋然性が高いということであれ
１）
ば、当該弊害を防止するための行為規制を課
すことで対応は可能である。
・ 但し、現在国会上程中の信託業法改正案
において、受託者には忠実義務（第２８条第
１項）、善管注意義務（同条第２項）、分別
管理義務（同条第３項）が課されるととも
に、信託財産に係る行為準則（第２９条第１
項）及び自己取引に係る行為準則（第２９条
第２項）が設けられているところであり、加
えての行為規制は不要である。
・ なお、会社型投資信託において、証券業
を兼業する投資信託委託業者は、投資法人の
資産の運用と当該投資法人の資産の保管をあ
わせて受任することができることからも、上
記の規制には理屈がないことが明らかである
ことから、早期の撤廃を要望するものであ
る。

・ 投資一任業務の認可を受けた信託銀
行は、「認可投資顧問業者」として、有
価証券運用に係る専門的な知識・経験を
有する者である。当該規制の撤廃によ
り、斯かる知識・経験が存分に発揮さ
れ、運用機関間の競争が一段と促進され
ることにより、多様な運用サービスの提
供、多様な投資信託商品の組成が可能と
なり、商品選択の選択肢の拡大等、投資
家の利益に大いに資するものである。
・ また、投資家による投資信託商品取
引の拡大により、有価証券取引が拡大
し、有価証券取引市場の活性化、安定的
な成長も図られる。

・ 委託者非指図型投資信託について、
信託銀行が信託財産を「主として有価証
券」に運用することができない。
・ 斯かる規制の撤廃を要望するもの。
・ 委託者非指図型投資信託の受託者た
る信託銀行は、信託法等の規律の適用を
受けるものであり、諸規律を遵守すべく
十分な運営・管理体制を整備・構築して
いる。
・ 「主として有価証券」に投資する投
資信託財産の運用と管理を同一の者が行
う場合は、有価証券の値動きを利用し
て、受託者自らあるいは当該投資信託の
受益者以外の第三者を利するような行為
を行うというような弊害の発生の蓋然性
信託銀行による投資信託の効率的運 が高いということであれば、当該弊害を
用を阻害する規制を撤廃すること（その 防止するための行為規制を課すことで対
応は可能である。
２）
・ 但し、現在国会上程中の信託業法改
正案において、受託者には忠実義務（第
２８条第１項）、善管注意義務（同条第
２項）、分別管理義務（同条第３項）が
課されるとともに、信託財産に係る行為
準則（第２９条第１項）及び自己取引に
係る行為準則（第２９条第２項）が設け
られているところであり、加えての行為
規制は不要である。
・ また、そもそも信託財産の運用対象
は信託契約により決定されるべきもので
あり、法令による規制は多様な商品設計
の阻害要因以外のなにものでもないこと
から、早期の撤廃を要望するもの。

・ 信託銀行は、有価証券運用に係る専
門的な知識・経験を有している。当該規
制の撤廃により、斯かる知識・経験が存
分に発揮され、運用機関間の競争が一段
と促進されることにより、多様な運用
サービスの提供、多様な投資信託商品の
組成が可能となり、商品選択の選択肢の
拡大等、投資家の利益に大いに資するも
のである。
・ また、投資家による投資信託商品取
引の拡大により、有価証券取引が拡大
し、有価証券取引市場の活性化、安定的
な成長も図られる。

・ 認可投資顧問業者は、投資顧問業者
登録簿に記載されている事項、投資判断
投資顧問業法第8条第1項および第29 者等に異動が生じた場合および営業所に
条第1項第6号に基づく変更届出書の提 変更があった場合などにおいては、変更
の届出を2週間以内に行うこととされて
出期限の緩和
いるが、この期限を弾力化していただ
き、例えば1ヵ月としていただきたい。

・ 2週間以内に会社の登記簿謄本、個人
の住民票等の公的書類を準備し、変更届
出書に添付することは実務上困難な場合
もあるため、緩和を要望するもの。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

登録金融機関は、投資信託受
証券取引法第65 益証券等について、証券仲介業
条第2項
の業務範囲と同様の業務をする
ことが可能になっている。

改正前の信託業法においては、
信託会社が引き受けることができる
財産は信託業法第４条により限定
されている。
信託業法
また、信託業の担い手も①信託
金融機関の信託 業法による免許取得、②銀行法等
業務の兼営等に関 により金融機関の免許を取得した
する法律
上で兼営法による認可を受けること
とされており、現在、国内において
信託業を営んでいる者は②によっ
て認可を受けた金融機関のみと
なっている。

協同組織金融機関は①優先出
資の消却のためにする時、②協
同組織金融機関の権利の実行
にあたりその目的を達するため
優先出資法第27 に必要な時その他政令で定め
条第1項、商法第 るやむを得ない事情があるとき
210条
を除き、自己の優先出資を取得
し、または質権の目的とし発行
済優先出資の20分の1を超える
口数の自己の優先出資を受け
ることはできない。

措置の 措置の
分類
内容

登録金融機関が行う、国債証
券、投資信託受益証券等の取
扱いについては、証券仲介業務
には含まれないが、これと同様
の業務を行うことは、従来より可
能になっている。

d

ａ

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、①現行の信託
業法で受託可能財産となっていな
い知的財産権等を受託可能財産と
するなど、受託可能財産の範囲を
拡大する、②現在、信託兼営金融
機関のみが行っている信託業を金
融機関以外の者が行い得るように
する、ため必要な制度整備を行うと
され、この報告を踏まえ、信託業法
案を第159回通常国会に提出し同
国会において閉会中審査案件とさ
れたが、第161回臨時国会において
成立。

協同組織金融機関の優先出資
の自己取得に係る規制緩和に
ついては、経営の健全性の確保
の観点から発行状況や実務面
でのニーズを十分に把握した上
で慎重に検討する。また、組織
再編成特措法では組織再編を
行う場合の特例として認められ
ているところでもあり、当該利用
状況等の勘案していきたい。

その他

管理コード

z0300189

z0300190

z0300191

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

金融庁

項目

証券業務にかかる規制緩和

信託業務にかかる規制の緩和

優先出資の自己取得の緩和

要望
管理番号

5107

5107

5107

要望事項
管理番号

51070001

51070003

51070004

95/102

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

農林中央金庫

農林中央金庫

農林中央金庫

要望
事項番号

1

3

4

要望事項
（事項名）

証券業務にかかる規制緩和

信託業務にかかる規制の緩和

優先出資の自己取得の緩和

具体的
要望内容

金融機関の証券仲介業務について，金融
機関以外の証券仲介業者と同様に，国債
証券，投資信託受益証券等を含めた全て
の有価証券について証券仲介業務を行う
ことができるよう措置する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

金融機関が行う証券業務については，国
債証券，投資信託受益証券等にかかる証
券業務の取扱い，およびそれ以外の有価
証券にかかる証券仲介業務が規定されて
おり，金融機関においては，国債証券，
投資信託受益証券等については，証券仲
介業務の取扱いの対象外となってる。
国債証券，投資信託受益証券等について
も証券仲介業務の対象とすることで，証
券会社からフルラインで商品の提供を受
けることが可能となり，証券業務にかか
るインフラの統一化等，金融機関におけ
る証券業務の効率的な運営が確保でき
る。

①農林中央金庫本体，信託銀行子会社お
よび信託代理店における信託業法第５条
に定める併営業務（とりわけ「遺言執
行・遺産整理業務，不動産関連業務」）
の開放。
②農林中央金庫本体，信託銀行子会社お
よび信託代理店における信託業務にかか
る規制（「処分型」不動産信託にかかる
規制）の撤廃。

①系統組合員においては，高齢化の進展
が著しく，また個人の資産は農地をはじ
めとする土地が主体であることから，既
に相続対策や土地有効活用の相談が数多
く寄せられている。しかしながら，農林
中央金庫本体，信託銀行子会社および信
託代理店においては，遺言関連業務およ
びこれに付随する不動産関連業務を営む
ことができず，組合員のニーズに応えて
いくうえでの大きな制約となっている。
また，都銀等の専業信託の子会社化や専
業信託をグループ内に有する都銀グルー
プ等が，専業信託と同等の業務を全国展
開できることと比較すると，これら業務
を系統金融機関において取扱えないこと
は公平でないとともに，利用者利便（と
りわけ農村地域）の均霑を図る観点にお
いて問題がある。加えて，専業信託およ
び外銀信託とそれ以外の信託との間で業
務範囲に差を設けることは，法的根拠が
なく合理性に欠ける。
②不動産の流動化については，投資信託
法改正等の法整備が進められ，顧客や取
引手法が多様化しているにも拘わらず，
現行のように「処分型」不動産信託にか
かる制限を設けることは，不動産の流動
化への取組みを阻害するものであり，利
用者利便の観点から緩和を要望する。

協同組織金融機関の優先出資に関する法
律（以下優先出資法）第２７条１項に定
める自己の優先出資の取得を、平成１３
年度に改正された商法２１０条になら
い、一定の範囲内で自由に行えるよう措
置する。

優先出資法第２７条１項は施行当時の商
法２１０条の規定にならい優先出資の自
己取得の限度を発行済出資口数の２０分
の１と定めたが、平成１３年に改正され
た商法２１０条では、株式会社では定時
株主総会の決議により、配当可能利益の
範囲内で自由に自己取得（金庫株）がで
きることとなった。
優先出資法の施行当時は、協同組織金融
機関の優先出資自己取得による協同組織
金融機関債権者の利益侵害、ならびに優
先出資の価額操作の防止等が目的とされ
たが、現在では株式会社と同様に協同組
織金融機関の資本にかかる流通市場の活
性化ならびに協同組織金融機関の資本政
策の機動化による経営の自由度向上が必
要な状況になっているものと考えられ
る。
また、商法２１０条では買い受け以外の
自己株式の取得について「別段の定」に
より規定しており、合併・営業譲渡・代
物弁済取得・質受けなどは定時株主総会
決議によらずに自己株式取得ができるも
のとされている。商法と同様、これらの
買い受け以外の自己取得が優先出資につ
いても自由にできることとなれば、経営
の自由度が拡大するものと考えられる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

改正前の信託業法においては、
信託会社が引き受けることができる
財産は信託業法第４条により限定
されている。
信託業法
また、信託業の担い手も①信託
金融機関の信託 業法による免許取得、②銀行法等
業務の兼営等に関 により金融機関の免許を取得した
する法律
上で兼営法による認可を受けること
とされており、現在、国内において
信託業を営んでいる者は②によっ
て認可を受けた金融機関のみと
なっている。

銀行法
証券取引法

-

-

-

措置の 措置の
分類
内容

ａ

e

d

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「信託業のあり方に関する中間報
告書」（金融審議会第二部会報告
(15.7.28)）において、①現行の信託
業法で受託可能財産となっていな
い知的財産権等を受託可能財産と
するなど、受託可能財産の範囲を
拡大する、②現在、信託兼営金融
機関のみが行っている信託業を金
融機関以外の者が行い得るように
する、ため必要な制度整備を行うと
され、この報告を踏まえ、信託業法
案を第159回通常国会に提出し同
国会において閉会中審査案件とさ
れたが、第161回臨時国会において
成立。

Ⅰ

銀行セクターにおいては、自主規制団体は
存在しない。個々の銀行等が会員となる全
国銀行協会は、個々の銀行等が自由で公正
な業務展開をしていく上で必要な基盤を整
備・構築することに重点をおいた活動を行っ
ており、規制は設けていない。証券セクター
においては、我が国における取引所市場に
関する規制として行政当局による規制と自
主規制団体による規制とがあり、行政当局
が健全な証券市場の発展を図るための基本
的な制度やルールを定めているのに対し、
証券業協会や証券取引所等の自主規制機
関は公正かつ円滑な取引を行なうために取
引参加者等が遵守すべき詳細なルールを定
めている。これらは一定の合理性に基づくも
のである。なお、ご要望のような指摘もあるこ
とから、現在金融庁検査局が行っている証
券セクターに対する検査権限を基本的に証
券取引等監視委員会に移管するための証
券取引法改正案が本年６月、国会で成立
し、来年７月に施行予定となっているほか、
協会や取引所が個別に実施していた検査に
ついては本年９月より合同で実施することと
した。

-

金融庁職員は、国家公務員法
に基づく守秘義務があり、検査
及び行政処分過程における秘
密性は十分確保されている。
また、検査については、①検査
を行う際の基本的考え方や
チェックリスト等が記載されてい
る「金融検査マニュアル」を作成
し、これを公表している、②検査
官を対象に随時研修を行ってい
る、など検査に関する目線の統
一を図っている。
さらに、行政処分の内容決定に
あたっては、①処分の前提とな
る事実関係について報告徴求
等を通じて十分に確認してい
る、②処分の対象となる行為の
内容を総合的に勘案し、過去の
処分事例も参照した上で適正に
処分の内容を決定している、③
不利益処分を行う際には、行政
手続法に基づき被処分者に弁
明の機会等が付与されており、
信頼性及び処分の適正性の確
保を図っている。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

○兼営法改正（平成14年２月１日施行）
により、都銀等本体での信託業務の取扱
いが認められたときに、信託代理店の取
扱業務についても拡大されたが、遺言関
連業務が認められていない。

z0300192

z0300193

z0300194

金融庁

金融庁

金融庁

信託代理店における遺言関連業務の
解禁

規制当局と自主規制機関の重複機能
の除去

検査と処分過程における守秘と信頼性
の確保

5107

5120

5120

51070008

51200020

51200021

11

11

11

全国農協中央会・農林中央金
庫

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

8

20

21

信託代理店における遺言関連業務の
解禁

信託代理店の取扱業務に遺言関連業務を
認める。

規制当局と自主規制機関の重複機能
の除去

１ａ. 銀行業務および資産運用の分野
において、規則ならびに規制の適用は一
貫性を高めるべきであり、規制当局と自
主規制機関の重複する機能は除去される
べきである。これらのさまざまな機関へ
の報告義務の負担全体を合理化するべき
である。

1ｂ. 銀行業務分野では、検査と処分過
検査と処分過程における守秘と信頼性 程における守秘と信頼性を確保し、処分
は違反と比例したものでなければならな
の確保
い。

○ＪＡ組合員においては、高齢化の進展
が著しく、また組合員の資産は農地等の
土地が主体であり、組合員からの相続・
遺言関係のニーズが高い。一方で農中信
託銀行には遺言信託の取扱いが認められ
ておらず、当然代理店としても取扱いす
ることができない。信託代理店において
遺言信託業務を取扱うことができれば、
組合員等利用者への利便性の一段の向上
につながる。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。
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その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

日本国内で有価証券の売買の
証券取引法及び 取次ぎ等を営業として行うには
投資顧問業法 証券業登録が必要となってい
る。

平成13年3月27
日付閣議決定
（行政機関による
法令適用事前確
認手続の導入に
ついて）
金融庁における
法令適用事前確
認手続に関する
細則

平成13年3月27
日付閣議決定
（行政機関による
法令適用事前確
認手続の導入に
ついて）
金融庁における
法令適用事前確
認手続に関する
細則

民間企業等が、新規の事業や
取引を具体的に計画している場
合において、その事業や取引を
行うことが、当庁所管の法律及
びこれに基づく政府令において
無許可営業等にならないかどう
か等につき、細則に規定される
事項を記載した照会書を提出す
ることにより、照会を行うことが
できる。当庁が照会を受けた事
項については、原則として、照
会書を受領してから30日以内
に、書面により回答を行うことと
し、原則として、照会書を受領し
てから30日以内に、書面により
回答を行う。

民間企業等が、新規の事業や
取引を具体的に計画している場
合において、その事業や取引を
行うことが、当庁所管の法律及
びこれに基づく政府令において
無許可営業等にならないかどう
か等につき、細則に規定される
事項を記載した照会書を提出す
ることにより、照会を行うことが
できる。当庁が照会を受けた事
項については、原則として、照
会書を受領してから30日以内
に、書面により回答を行うことと
し、原則として、照会書を受領し
てから30日以内に、書面により
回答を行う。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

d

-

措置の概要
（対応策）

証券取引法上は、日本国内で
有価証券の売買の取次ぎなど
の行為を営業として行う場合に
は、証券業登録を行う必要があ
る。これは、取引の公正性の確
保や投資者保護の観点から、当
該業務を行う者に対し証券取引
法上のルールを適用するため
のものであるため、証券業登録
を受けていない者が当該行為を
行うことは、上記の観点から適
当ではない。

当庁としては、ノーアクションレ
ター制度がさらに効果的に利用
されるよう、他省庁とも十分協議
をしつつ、引き続き的確な運営
に努めるとともに、制度の効用
を周知し活用を促進することとし
たい。

当庁としては、ノーアクションレ
ター制度がさらに効果的に利用
されるよう、他省庁とも十分協議
をしつつ、引き続き的確な運営
に努めるとともに、制度の効用
を周知し活用を促進することとし
たい。

その他

管理コード

z0300195

z0300196

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

在日資産運用者がグループ内系列企
業に代わり証券売買を可能とする投資
顧問業法の改正

ノーアクションレター制度について

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200022

51200023

要望
事項
補助
番号

11

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

22

23

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

1ｃ. 多くの主要な金融市場では、海外
にあるグループ内系列企業に代わって資
産運用者が国内市場で注文を出すことが
認められている。日本では証券業免許が
なければ代理者として注文を出せない。
在日資産運用者がグループ内系列企
垣根を設けるための費用を所与とすれ
業に代わり証券売買を可能とする投資
ば、これは資産運用者にとって非実用的
顧問業法の改正
な解決策である。日本で免許を受けた資
産運用者がグループ内系列企業に代わっ
て日本の証券を売買できるようにするた
めに、日本政府は投資顧問業法を改正す
べきである。

1ｄ. ＦＳＡは「ノーアクションレ
ノーアクションレターのより効果的利用
ター」のより効果的利用を確保すべきで
の確保
ある。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

z0300196

金融庁

ノーアクションレター制度について

5122

51220092
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11

米国

92

ノーアクションレター制度について

金融庁が日本の金融法や規則の一連の書
面での解釈を拡充させる方法として、金
融庁のノーアクションレター制度を順調
に推し進めることを米国政府は提言す
る。 書面での解釈は、どんな金融商品
やサービスが日本の法律で禁止されてい
るかどうかに関しての不確実性を除くた
めに不可欠なものである。また、それに
よって金融サービス提供者による革新の
領域が広がる。そのためには、本要望書
の 「透明性およびその他の政府慣行」
の VIIIで説明されている提案を参考に
して、金融庁がノーアクションレター制
度の効率性を高めるために、さらなる措
置を講じることを米国政府は提言する。
①日本の金融法や規則の解釈を求める口
頭で受けた要望に書面で回答するため
に、金融庁のウェブサイトに 「よくあ
る質問」 のページか、同等な媒体を創
設する。
②日本の金融法の書面での解釈を提供す
るための手段として、口頭又は書面での
要望に答えるためにあるいは金融庁が佐
紀を見越して行動し、金融庁のガイドラ
インの発行を増やし、使われる用語を明
確にする。

金融分野での規制、監督業務に関する透
明性を改善するため、米国は以下の措置
が可能な限り早期に実施されることを歓
迎する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

銀行等の金融機関については、
証券取引法第65
証券業務を原則として禁止して
条
いる。

○生命保険契約者保護機構の
会員保険会社の負担金は、原
則として、補償対象契約の年間
収入保険料の一定割合及び事
業年度末の責任準備金等の負
債の額の一定割合とされてい
る。補償対象契約は、およそ日
保険業法第265 本における元受保険契約とされ
条の33・34、第
ている。
270条の3第2項
第1号
○損害保険契約者保護機構の
保険契約者等の 会員保険会社の負担金は、す
保護のための特 べての保険契約の年間収入保
別の措置等に関 険料の一定割合及び事業年度
する命令第25条 末の責任準備金等の負債の額
の2・第50条の3 の一定割合とされている。これ
に対し、損害保険契約者保護機
構の補償対象契約は、自動車
保険、火災保険（契約者が個
人・小規模企業者であるもの）
等の一定の保険種類に限定さ
れている。

信託業法
金融機関の信託業務の兼営等に
金融機関の信託
関する法律は金融機関に外国銀行
業務の兼営等に関
を想定していない。
する法律

措置の 措置の
分類
内容

証券取引法第65条の規制は、
金融機関が証券業を併営するこ
とによる利益相反の防止、銀行
の企業に対する過度の影響力
の防止、銀行経営の健全性の
確保等の観点から規定されてい
る物であり、その撤廃について
は措置困難。

c

b

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

Ⅲ

現在、金融審議会金融分科会
第二部会において、補償対象契
約の範囲を含め、保険契約者
保護制度の見直しについて審
議を行っているところである。
本件要望については、補償対象
契約の範囲が議論の前提とな
ることから、上記審議会におけ
る審議状況やその取りまとめ内
容及びその後の法制化等の進
展状況を踏まえ、検討を行う。

金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律の「金融機関」に外国銀
行を規定することなどを含め検討。

その他

管理コード

z0300197

z0300198

制度の
所管官庁

金融庁

金融庁

項目

証券取引法第65条の撤廃等

保護基金制度の見直し

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200024

51200027

要望
事項
補助
番号

11

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

24

27

要望事項
（事項名）

証券取引法第65条の撤廃等

保護基金制度の見直し

具体的
要望内容

2ａ. ＥＵは、金融機関がすべての業
務、すなわち、銀行業務、保険および証
券業務が行えるようにすることを再度要
請する。これは、日本における健全な統
合された金融産業を確保するために必要
な行政上の要件が伴わなければならな
い。従って、銀行業務と証券業務の統合
した運営を禁止している証券取引法第65
条は廃止されるべきである。

3ｂ. 保護基金により顧客が保護される
会社だけが保護基金に貢献するように、
保護基金制度の長く懸案であった見直し
を、日本政府が直ちに開始することをEU
は主張する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

z0300199

金融庁

外国銀行在日支店における信託業務と
銀行業務の兼営

5120

51200028

11

欧州委員会（ＥＵ）

28

3ｃ. 外国銀行在日支店も信託業務と銀
外国銀行在日支店における信託業務と 行業務を兼営できるよう、信託銀行業務
に関して外国銀行の支店と国内銀行の支
銀行業務の兼営
店との間に差を設けるべきでない。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。
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その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

信託業法
金融機関の信託業務の兼営等に
金融機関の信託
関する法律は金融機関に外国銀行
業務の兼営等に関
を想定していない。
する法律

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

兼営法第一条第一項に従って、外国銀行
の支店が信託と銀行業務に同時に従事す
ることを認め、国内銀行と対等の立場に
置く。

Ⅲ

金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律の「金融機関」に外国銀
行を規定することなどを含め検討。

z0300200

金融庁

金融サービス：国内銀行との立場

5122

51220087

11

米国

87

金融サービス：国内銀行との立場

z0300201

金融庁

投資顧問及び投資信託の活動に関わ
る規制について

5122

51220088

11

米国

88

投資顧問および投資信託の活動に関わる
投資顧問及び投資信託の活動に関わ
規制の枠組みを一本化し、矛盾点や重複
る規制について
を解消する。

z0300202

金融庁

投資信託契約の統合

5122

51220089

11

米国

89

投資信託契約の統合

投資信託及び投
資法人に関する
投資信託業と投資顧問業は別
法律・有価証券
個の法律により規制が行われて
に係る投資顧問
いる。
業の規制に関す
る法律

b

Ⅰ

投資信託は、不特定多数の投
資家から資金を集め、有価証券
や不動産など幅広い資産で運
用することがあらかじめ定めら
れた集団投資スキームであるの
に対し、投資一任は、個別の投
資家との相対契約により運用方
針等のニーズをきめ細かく把握
して有価証券で運用を行う資産
運用スキームであり、現在、こ
のような両者の相違点を踏まえ
た別個の規制が行われている。
両者は、投資家の資産を運用す
るという機能面で共通しており、
また、業務を兼業している者が
多いことを踏まえれば、各々の
法律に基づく規制についても、
可能な限り共通のルールを適用
していくことが適当であることか
ら、現在、金融審議会において
進められている投資サービスに
おける機能別・横断的な投資家
保護の枠組みについての検討
状況を踏まえ、今後検討を行う
予定。

投資信託及び投 投資信託及び投資法人に関す
資法人に関する る法律には、投資信託の統合手
法律
続きに関する規定はない。

b

Ⅰ

投資信託の統合については、集
団投資スキームにおけるガバナ
ンス機能の強化や投資者保護
等に留意しつつ、検討する必要
がある。

99/102

投資家にリスクやコストの削減をもたら
す投資の統合や分散を投資マネージャー
に認めるために、投資信託契約の統合を
許可し、早期償還の障害を削減する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

米国は、金融サービス分野の規制改革が
日本で可能な限り早期に実施されること
を歓迎する。

米国は、金融サービス分野の規制改革が
日本で可能な限り早期に実施されること
を歓迎する。

米国は、金融サービス分野の規制改革が
日本で可能な限り早期に実施されること
を歓迎する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第17条では契約
締結時における債務者・保証人
に対する貸金業者の書面交付
義務を、第18条第1項では債務
弁済時における債務者・保証人
貸金業の規制等 に対する貸金業者の書面交付
に関する法律第 義務を、それぞれ規定してい
17条、第18条、
る。
第24条第2項 第24条第2項では、貸金業者の
貸付けに係る債権を譲り受けた
者は、当該債権の債務者に対
し、譲り受けた債権の内容を明
らかにする書面を遅滞なく交付
しなければならない。

金融分野におけ
る個人情報保護
に関するガイドラ
イン（個人情報保
護法第6条及び
第8条に基づく告
示）

「金融分野における個人情報保
護に関するガイドライン」は、個
人情報保護法第6条及び第8条
に基づき策定・告示されたとこ
ろ。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措
置の
概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契
機とした貸金業規制法及び出資
法の一部改正法が平成１６年１
月１日に施行されたところ。
貸金業制度の在り方について
は、同法附則において施行後３
年を目途として検討を加え、必
要な見直しを行うこととなってい
る。

その他

管理コード

z0300203

制度の
所管官庁

金融庁

項目

ディスクロージャー

要望
管理番号

5122

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

51220090

11

要望主体名

米国

要望
事項番号

90

要望事項
（事項名）

d

Ⅲ

z0300204

z0300205

金融庁

金融庁

個人情報を守るガイドラインの作成に
ついて

規則策定手続の透明性について

5122

5122

51220093

51220094

100/102

11

11

米国

米国

93

94

具体的事業の
実施内容

要望理由

ディスクロージャー

貸金業者からはっきりと明白な通知の
後、ディスクロージャーに対して顧客の
同意があれば、電子的通知により貸金業
法が定めるディスクロージャーの要件を
具備することを貸金業者に認めることに
より、消費者に有意なディスクロー
ジャーを確保し、消費者のプライバシー
を保護する。貸金業者や借金取りの悪質
な取立て行為から消費者を守るため現行
の規則を強力に順守させる。

個人情報を守るガイドラインの作成に
ついて

パブリックコメントの受け入れ期間を設
けることにより、個人情報保護法に関連
するガイドラインの透明性を高める金融
庁の努力を米国政府は歓迎する。 金融
庁が、金融機関および業界団体の意見や
懸念を慎重に検討し、新商品やサービス
を効果的に日本の消費者に提供する金融
機関の能力を妨げることなく、確立され
たプライバシー保護システムに合致する
方法で、個人情報を守るガイドラインを
作成することを米国政府は提言する。

金融分野での規制、監督業務に関する透
明性を改善するため、米国は以下の措置
が可能な限り早期に実施されることを歓
迎する。

規則策定手続の透明性について

米国政府は、規則策定手続きの透明性を
高めるための金融庁の最近の動きや、新
たな又は改正された金融庁の法令の実施
を歓迎し、また当事者からその過程でイ
ンプットを求める更なる努力を歓迎す
る。そうした方法には公聴会の一層の活
用や、既存および新たな規則やガイドラ
インと関連した行政手続法の下でのパブ
リックコメントのプロセスを引き続き活
用することを含む。

金融分野での規制、監督業務に関する透
明性を改善するため、米国は以下の措置
が可能な限り早期に実施されることを歓
迎する。

※措置の内容については、上
記検討を踏まえて決まるもので
あり、現時点では未定。

「金融分野における個人情報保
護に関するガイドライン」の内容
については、平成16年4月2日の
閣議決定「個人情報の保護に関
する基本方針」において、「特に
適正な取扱いの厳格な実施を
確保する必要がある分野につい
ては、各省庁において、個人情
報を保護するための格別の措
置を各分野（医療、金融・信用、
情報通信等）ごとに早急に検
討」することが求められたことを
受けて、金融審議会特別部会に
おける審議・検討等を踏まえて
策定されたものである。
なお、業法に基づく個人顧客
情報の適正な管理に関しては、
検査及び監督のあり方を含め、
今後検討を進め、検討結果を明
らかにする所存である。

具体的
要望内容

米国は、金融サービス分野の規制改革が
日本で可能な限り早期に実施されること
を歓迎する。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

明確な制度はないが、例えば金
融審議会
においては、各業界から有識者
を招くなど、
専門的な意見を幅広く取り入れ
ている。

金融審議会金融分科会第二部
会や同部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいてご議論いただいている。
同部会、同ＷＧには、外資系保
険会社（支店形態等を含む）を
含む事業者団体の代表者にも
参加をいただいている。

金融審議会金融分科会第二部
会や同部会保険の基本問題に
関するワーキング・グループに
おいてご議論いただいている。
同部会、同ＷＧには、外資系保
険会社（支店形態等を含む）を
含む事業者団体の代表者にも
参加をいただいている。

措置の 措置の
分類
内容

e

-

措置の概要
（対応策）

例えば金融審議会においては、
各業界か
ら有識者を招くなど、専門的な
意見を幅広く
取り入れるようにしており、また
規制自体も
存在しないことから事実誤認で
あると思われる。

d

保険契約者保護制度の見直し
については、金融審議会金融分
科会第二部会や同部会保険の
基本問題に関するワーキング・
グループにおいてご議論いただ
いているところ。同部会、同ＷＧ
には、外資系保険会社（支店形
態を含む）を含む事業者団体の
代表者にも参加をいただき、有
意義な議論をしていただけてい
ると考えている。
(注)平成16年5月13日に開催さ
れた上記ＷＧにおいて、外資系
生保会社より、複数の外資系生
保会社の意見として保険契約者
保護制度の見直しについて意
見を聴取したところ。
また、同部会は、原則として公
開でご議論いただいているとと
もに、議事録及び資料について
も原則として当庁ホームページ
で公開している。
当庁においては、これまでも制
度の見直しを行う場合は保険会
社（外資系保険会社を含む）や
関係団体等との意見交換を行っ
ており、今後とも、必要に応じ、
情報の提供や意見の交換を
行っていく所存である。

d

保険契約者保護制度の見直し
については、金融審議会金融分
科会第二部会や同部会保険の
基本問題に関するワーキング・
グループにおいてご議論いただ
いているところ。同部会、同ＷＧ
には、外資系保険会社（支店形
態を含む）を含む事業者団体の
代表者にも参加をいただき、有
意義な議論をしていただけてい
ると考えている。
(注)平成16年5月13日に開催さ
れた上記ＷＧにおいて、外資系
生保会社より、複数の外資系生
保会社の意見として保険契約者
保護制度の見直しについて意
見を聴取したところ。
また、同部会は、原則として公
開でご議論いただいているとと
もに、議事録及び資料について
も原則として当庁ホームページ
で公開している。
当庁においては、これまでも制
度の見直しを行う場合は保険会
社（外資系保険会社を含む）や
関係団体等との意見交換を行っ
ており、今後とも、必要に応じ、
情報の提供や意見の交換を
行っていく所存である。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0300206

金融庁

z0300207

z0300208

金融庁

金融庁

項目

自主規制機関について

生命保険契約者保護機構

損害保険契約者保護機構

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5122

51220095

11

5122

5122

51220124

51220125

101/102

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

95

124

125

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

自主規制機関について

自主規制機関の補足として、日本の金融
当局が、会員の見解や専門知識を十分に
示す民間の金融業界団体、例えば在日米
国商工会議所や国際銀行協会などと引き
続き密接に仕事をすることを米国は要望
する。

金融分野での規制、監督業務に関する透
明性を改善するため、米国は以下の措置
が可能な限り早期に実施されることを歓
迎する。

生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構（生保ＰＰＣ）
の改革にかかわる論点を扱う金融審議会
の保険の基本問題に関するワーキング・
グループが、現行の財政的仕組みが2006
年3月に失効するのに先立ち、2004年の
早い時期に議論を開始した。米国は日本
に対して、現在の仕組みが失効する前
に、より効率的で持続的なセーフティ
ネット制度を整備するための法整備を確
実にするべく迅速に行動するよう要望す
る。実行可能なセーフティネット制度
は、国内生保および外資系生保の双方の
財政基盤と運営を保証し、また生保業界
に対する国民の信頼を確保するために必
要不可欠であり、その制度の大幅な変更
は業界と顧客に等しく多大な影響を及ぼ
す。従って、米国は日本政府に、パブ
リックコメント手続きを最大限に利用・
実施するよう求め、生保業界（国内生保
および外資系生保）とすべての利害関係
者が、保険業法の改正案、生保ＰＰＣの
改革法、または、生保ＰＰＣに係る他の
既存の法律や規制に関し、それらが国会
に提出されたり実施される前の段階で情
報を入手し、コメントし、政府関係者と
意見交換を行なう有意義な機会が確保さ
れるよう求める。これらの機会には、金
融審議会のワーキング・グループや日本
政府が召集する可能性のあるその他のグ
ループの審議に貢献する等、生保ＰＰＣ
を改革するための審議に積極的に貢献す
ることを含む。

日本の省庁が、法案の国会提出前の作成
段階で、一般市民に意見表明機会を提供
する頻度が増えつつあることを米国は評
価する。米国は、日本の省庁がこの慣行
を引き続き実施することを奨励し、法案
が作成される初期の段階で、一般市民が
法案に関する意見を表明できる機会がさ
ら増えることを期待する。法案作成に対
する一般市民の意見提出の機会が必要と
される具体的事例２件は以下の通り。

米国政府は、損害保険契約者保護機構
（損保ＰＰＣ）への資金提供に関する法
律が検討される場合には、日本政府に対
し、上記A. の生保ＰＰＣにおいて提案
したものと同様のアプローチで取り組む
よう求める。

日本の省庁が、法案の国会提出前の作成
段階で、一般市民に意見表明機会を提供
する頻度が増えつつあることを米国は評
価する。米国は、日本の省庁がこの慣行
を引き続き実施することを奨励し、法案
が作成される初期の段階で、一般市民が
法案に関する意見を表明できる機会がさ
ら増えることを期待する。法案作成に対
する一般市民の意見提出の機会が必要と
される具体的事例２件は以下の通り。

損害保険契約者保護機構

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・投資信託委託業者は、議決権
の指図行使の基本的考え方及
び意思決定に係る権限等に関
する規定を定めることとされてい
る。
投資信託協会
・業務規程第４条
・ガイドライン「議
決権の指図行使
に係る規定を作
成するに当たっ
ての留意事項」

・規定の作成に当たっては、以
下の点に留意するものとする。
(1)規定作成の目的及び議決権
の指図行使に係る基本姿勢
(2)議決権の指図行使に係る意
思決定プロセス及び体制等の
整備
(3)スクリーニング基準
(4)根拠データの保存

b

・投資信託委託業者が実際に
行った議決権の指図行使に係
る記録を開示することについ
て、投資信託協会に対し議決権
の指図行使に係る規則の改正
その他
を促している。

z0300209

金融庁

信託基金による委任投票記録の公開
の奨励

5122

51220162

11

米国

162

信託基金による委任投票記録の公開
の奨励

信託基金及び投資信託の投資収益を改善
するために、投資信託協会が委任投票に
関する規約を改正し、会員企業に対して
実際の委任投票の記録を公開することを
義務付けることを奨励するための必要な
努力を行う。

大規模な機関投資家による株主権利の積
極的な行使は、企業業績の改善につなが
るより良い企業統治システムの発展のた
めに極めて重要である。米国は、年金基
金や信託基金による積極的な委任投票を
奨励するために、日本が既に講じてきた
諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置
を講ずることを要請する。

外国株主による委任投票の促進

企業統治を強化するため、金融庁並びに
法務省は、海外の受益所有者による委任
投票の効果的な行使の促進に向けて、代
理保管人及び国際的保管人による代理権
行使に関する商法上あるいはその他の規
則に必要な変更を加えることを検討す
る。

大規模な機関投資家による株主権利の積
極的な行使は、企業業績の改善につなが
るより良い企業統治システムの発展のた
めに極めて重要である。米国は、年金基
金や信託基金による積極的な委任投票を
奨励するために、日本が既に講じてきた
諸施策を歓迎する。投資収益をさらに改
善するために、米国は日本が以下の措置
を講ずることを要請する。

②国際ＰＩＮセキュリティーおよび日本
のＡＴＭネットワークでネットワーク暗
号化標準に強制的に準拠するようにす
る。

世界的に見て、クレジットカード､デ
ビットカードおよびＡＴＭカードの利用
は急速に増加している。米国、欧州、カ
ナダにおいて全店舗の90%はクレジット
カードあるいはデビットカードを取り扱
い、全購入の3分の１以上がこれらの
カードでなされる。日本では昔からの店
舗やＡＴＭでのカードの受け入れが低い
率であることは、日本に居住する人々に
とって不都合であり、また海外から日本
を訪問する人たちの共通の不満である。
米国は約100の日本の公立病院がクレ
ジットカードおよびデビットカードの支
払いを受け付けている、あるいはその準
備中であると聞いている。E-Japan戦略
IIイニシアティブおよび小泉首相の海外
から日本への旅行者を2010年までに倍増
するという精神に鑑み、米国政府は日本
国政府に対して以下を要望する。

・なお、議決権の指図行使の内
容が帳簿書類に記載されてお
り、現状においても受益者は閲
覧が可能である。

・投資信託委託業者は、議決権
行使の考え方として(1)〜(3)につ
いて具体的に開示することとさ
れている。

無し

-

現在、金融庁所管法令において
は、国内外無差別である

-

e

-

ｅ（現在、金融庁所管法令にお
不要 いては、国内外無差別であるた
め）

-

日本国内のATMネットワークに
おけるセキュリティレベルについ
ては、システム開発等のコスト
や採算性、顧客の利便性といっ
た様々な要素を勘案して、まず
は、各金融機関が自らの経営責
任において判断すべきものであ
ると考える。

z0300210

z0300211

金融庁、法務 外国株主による委任投票の促進
省

金融庁

クレジット/デビットカードおよびＡＴＭ
サービスと受け入れの促進

5122

5122

51220163

51220174

102/102

11

21

米国

米国

163

174

クレジット/デビットカードおよびＡＴＭ
サービスと受け入れの促進

その他
（特記事項）

