
 

 

 

６ 産業振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 規 

 

１ 沖ノ鳥島の利活用の推進 

     

提案要求先 農林水産省・国土交通省 

都 所 管 局 産業労働局・建設局   

 

  沖ノ鳥島は国土面積に匹敵する排他的経済水域を支えており、

また、同島周辺海域は、貴重な海洋資源に恵まれ、その利活用は

都政の重要な課題である。 

  都は今年度、沖ノ鳥島周辺海域での漁業操業に対する支援や漁

場調査に着手している。 

  沖ノ鳥島の保全は国の役割となっているが、今後、島の利活用

を推進していくためには、島の維持管理のほか、永続的経済活動

のための環境を整備する必要がある。このため、下記事項につい

て特段の措置を講じること。 

 

 

１ 豊かで持続可能な漁場の造成（魚礁設置等） 

 

２ 海域周辺の漁船等船舶航行の安全確保（灯台の設置） 

 

３ 電力及び水等の確保策の検討（海洋温度差発電等） 

 

４ 沖ノ鳥島利活用についての協議及び情報交換 
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参  考 

 

沖ノ鳥島の利活用の推進 

 

○ 目標：永続的経済活動のための環境を整備 

   ・漁 業 操 業 支 援：立て縄漁船の確保、浮魚礁の設置、資源調査・漁

業監視強化（調査指導船「興洋」の代船建造） 

   ・利活用施設設置：（例）海洋温度差発電による電力・水の確保及び海

洋深層水を利用した漁場造成、灯台、滞在施設（海

洋生物、気象・海象の観測研究等） 

 

○ 検討体制 

   ・産業力強化会議：島の利活用の具体的な検討 

   ・国 と 都 の 連 携：協議の場の確保、島の利活用について協議、情報

交換（国土交通省、水産庁、文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ メ ー ジ 

○ 汲み上げた海洋深層水を利用 

 

 

 

○ 漁船等船舶の安全    

（同海域の航行商船・漁船約1,200艘/年）

漁場造成 

灯  台 

 

 

 

○ 観光資源等としての活用 

（ｻｲﾊﾟﾝ､ﾊﾜｲｸﾙｰｽﾞ等での立寄り） 

○ 観測・研究が期待できる分野 

（海洋生物資源、気象、海象、地震等）

その他 

観測・研究 
 

 

 

太陽光発電 

海洋温度差発電等 

 

調査指導船「興洋」の代船建造、浮魚礁の設置 

漁業操業支援関連 
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２ 国産ジェット旅客機の開発支援 

 

提案要求先 防衛庁・外務省・経済産業省・国土交通省       

都 所 管 局 知事本局                 

 
１００席前後の国産ジェット旅客機の開発について、国が主導

し、開発事業者を支援すること。 

 

１ 経済産業省が進める環境適応型高性能小型航空機の開発や、防

衛庁が進めるＰ－Ｘ（次期固定翼哨戒機）、Ｃ－Ｘ（次期輸送機）

の開発の成果を活用した、１００席前後の国産ジェット旅客機の

開発について、国が主導し、開発事業者を支援すること。 
                    （防衛庁・経済産業省） 

 

２ このような本格的なジェット旅客機開発によって、産業構造の高

度化や技術波及効果の大きい航空機産業の活性化を図り、産業再生

と東京再生、さらには日本経済の浮揚を促すこと。 （経済産業省） 

 

３ アジア独自のジェット旅客機の開発により、アジアの存在感を

高めるとともに、アジア地域の空港の整備と併せて、増大するア

ジアの航空輸送需要に対応していくこと。（外務省・国土交通省） 
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参  考 

 

アジア大都市ネットワーク２１は、アジア地域の首都及び大都

市が、技術開発、観光促進、産業振興など共通の課題に取り組むた

め、共同して事業を推進し、その成果をアジア地域の繁栄と発展に

つなげていこうという新たな国際的ネットワークである。 

平成１３年１０月には、参加都市の首長が一堂に会する本会議

を東京で開催し、ネットワークを正式に発足させるとともに、都市

が共同して取り組む事業を決定した。 

「中小型ジェット旅客機の開発促進」は、増大するアジアの航

空需要に対応するとともに、アジアの存在感・交流の象徴とするた

め、アジア大都市ネットワーク２１の共同事業の一つとして位置づ

けられている。 

平成１４年１０月には東京において、アジアで共同開発する意

義などをテーマに「アジア旅客機フォーラム」を開催し、「１００

席前後の中小型ジェット旅客機について早急に検討すべき」という

点で事業参加都市のコンセンサスを得た。 
その後、日本を含むアジアのエアライン関係者、旅客機専門家、

商社などが一堂に会する国際会議を毎年実施している。 

平成１５年１０月の台北市での国際会議では、需要サイドの視

点からみた理想的な１００席前後の旅客機像について具体化した。 
平成１６年１０月のクアラルンプール市での国際会議では、「独

自の１００席前後の旅客機開発の早期実現に向けて、開発すべき旅

客機像のより具体化した姿を示し、このことを通じてアジア大都市

が世論を喚起し、それぞれの政府や産業界への働きかけを積極的に

行っていくべきである」ということで意見が一致した。 
 平成１７年９月には、ジャカルタ特別市で国際会議を開催し、

１００席前後のジェット旅客機の開発促進に向け議論を行い、アジ

ア独自の旅客機開発の気運が確実に高まってきたことを確認した。 
今後の事業推進に当たっては、わが国の航空機産業が中心とな

り、アジア諸国を適宜パートナーに加えながら、欧米の下請けに甘

んずることなく、独自の航空機開発を進める気運を醸成していくも

のであり、国の積極的な航空機産業政策と国による重工メーカーに

対する適切な支援が求められる。 
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３ 投資法人における制度整備及び税制措置の拡充 

 

提案要求先 金融庁・財務省・経済産業省 

都 所 管 局 産業労働局           

 

 リスクに果敢に挑戦して成長を図ろうとするベンチャー企業等

への資金供給を円滑化するとともに、個人投資家のベンチャー企業

への投資を促進するため、会社型投資信託の制度上および税制上の

安定性の確保や税制措置の拡充を行うこと。 

 

１ 投資法人の持分取得におけるエンジェル税制の適用 

特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例（いわゆるエ 

ンジェル税制）について、投資事業有限責任組合を通じて投資

される株式会社に加え、地方公共団体が投資口を保有する投資

法人を通じて投資される株式会社(投資法人から投資事業有限

責任組合を経由して投資されるものを含む)にも適用する措置

を講ずること。 

 

２ 投資法人の支払配当損金算入要件を緩和すること 

投資法人を活用した租税回避を防ぐため、投資法人の支払配当 

損金算入要件が厳しく決められているが、地方公共団体が中小企

業施策のために投資法人を活用する場合など、租税回避の意図が

明らかにないもの等については、支払配当損金算入要件を緩和す

ること。 

(1)  投資法人の支払配当損金算入要件のうち、要件から除外さ

れる「同族会社」について、国、地方公共団体等が投資口総

数保有者の上位３位以内に含まれているときは、当該団体等

を除いた上位３グループでの投資口の保有が、投資口総数

(当該地方公共団体等の保有する投資口を含む)の 50％以下

の場合には、この要件における「同族会社」から除く規定を

設けること。 
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 (2) 投資法人の支払配当損金算入要件のうち、「適格機関投

資家のみによって所有されているもの」の規定を、「適格機

関投資家（国、地方公共団体等を含む）のみによって所有さ

れているもの」とすること。 

 (3)  投資法人の支払配当損金算入要件のうち、90％超配当要

件を緩和すること。 

 

３ 投資法人の配当における二重課税の排除 

投資法人の支払配当損金算入の適用がない場合の配当につい

ては、個人における配当控除、法人における受取配当の益金不算

入規定を適用するなど、税制において著しく不利にならないよう

適切に措置すること。 

 

 

参  考 

  

１ 投資法人の持分取得におけるエンジェル税制の適用の要望理由 

(1) 16 年度税制改正において、投資法人を通じて投資される株式会社までの適用範囲

の拡大はなかった(※１)。そもそも投資対象物は同等であり、投資法人にも同等の

規定を適用すべきである。 

(2) 地方公共団体が関与して設立する投資法人は、個人投資家の投資促進という｢エ

ンジェル税制｣と合致した目的が含まれている。 

(3) 投資法人は、有限責任組合と異なり出資者の人数に上限がなく、市場で自由に

売買できることから、より個人投資家のすそ野を拡大しやすい仕組みである。 

 

(※１)特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例（いわゆるエンジェル税制）にお

ける特定中小会社の範囲の拡大(16 年度税制改正) 

① 内国法人のうち、その設立の日以後 10 年を経過していない中小企業者に該当する

もので、投資事業組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資される等一

定の要件を満たす株式会社 

② 内国法人のうち、その設立の日以後 10 年を経過していない中小企業者に該当する

もので、証券業協会がその定める規則に従って指定をした銘柄（グリーンシート・

エマージング区分）の株式を発行する等一定の要件を満たす株式会社 
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(参考) イギリスの「ベンチャーキャピタルトラスト（VCT：未公開ベンチャー投資を

行う会社型投資信託）税制」（1995 年） 

VCTが設立後3年以内に投資額の70%以上を未公開企業に投資することなど一定の要

件を備える場合、 

(1) VCT の投資証券からの配当金の所得課税および投資証券売却時のキャピタルゲ

イン課税が免除 

(2) 新規発行の投資証券を 3 年以上保有した場合には、投資年度について VCT 投資

額の 40%の所得控除 

  

２ 投資法人の支払配当損金算入要件を緩和することの要望理由 

 これまでの貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方の転換を踏まえた｢直接金融への

シフト｣に向けて、個人投資家のベンチャー企業への投資促進が重要である。このために

は、投資法人など個人投資家が参加可能なファンドスキームをより使いやすいものにす

べきである。 

 そのためには、投資法人が契約型投資信託や有限責任組合と比較して不利となってい

る税制上の導管性について、本来なら投資法人段階での課税を廃止すべきである。少な

くとも、地方公共団体が出資する投資法人については現在のような極めて厳しい支払配

当損金算入要件(※２)を緩和し、導管性を確保して金融商品としての安定化を図り、個

人投資家が混乱や複雑な手続に陥る危険性のないような配慮が必要である。 

  

(※２) 支払配当損金算入要件（租税特別措置法） 

一  次に掲げるすべての要件を満たす投資法人  

イ 投資法人法に基づく登録を受けているものであること。 

ロ 次のいずれかに該当するものであること。 

（１）その設立に際して発行をした投資口の発行価額の総額が一億円以上であるもの（※４）

（２）当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によって所有さ

れているもの又は適格機関投資家のみによって所有されているもの 

ハ その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるもの 

二  次に掲げるすべての要件を満たす事業年度 

イ 投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。 

ロ その資産の運用に係る業務を投資信託委託業者等に委託していること。 

ハ その資産の保管に係る業務を信託銀行等に委託していること。 

ニ 当該事業年度終了の時において同族会社に該当していないこと。 

ホ 当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金

額として政令(※３)で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。 

へ 「投資法人が他の法人の発行済株式又は出資（当該他の法人が有する自己の

株式又は出資を除く。）の総数の 100 分の 50 以上に相当する数の株式（出資を含

む。）を有していないこと。」(政令で定める規定) 
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(※３) 百分の九十超の判定のための(上記二のホ)の算定式 

 会計上の利益＋利益超過分配金    90 
 税法上の所得＋利益超過分配金   100 
 
＜９０％超配当要件＞ 
 金融商品会計基準に基づき未公開株式等の減損処理が行われた場合は、会計上の利
益と税務上の所得に乖離が生じ、会計上の利益の全額を分配しても税務上の配当可能
所得金額の９０％超に達しないケースが生じる。 
 
(※４)設立に際しての投資口発行時に 50 名以上の所有が必要。 
 
 
３ 投資法人の利益の分配に関わる税務(現状) 

(1)個人 

 個人投資主が投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得と

して取り扱われ、原則 20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象

となる。総合課税の際においては、二重課税の調整措置を目的として設けられている

配当控除(配当所得の５～10％の税額控除)の適用はない。 

ただし、上場している投資法人から受け取る利益の分配は、上場株式等の配当等と

同じく特例の対象となり、源泉徴収税率(平成 20 年 3 月 31 日まで 10％、以後 20％)

が軽減されるとともに、個人投資家はこの源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定

申告不要の選択が可能となる。 

(2)法人 

二重課税を排除する制度として通常の株式では適用がある「受取配当等の益金不算

入(※４)」の規定の適用はない。 

 

(※４)受取配当等の益金不算入(課税所得の基になる益金にしなくてもよい規定) 

＜受取配当等の益金不算入の対象となる金額の計算＞ 

（当該株式に係る配当の額―当該株式に係る負債利子の額）×50％(☆) 

(☆6 ヶ月間、25％以上保有している株式の場合は 100％) 

 

＞
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４ 中小企業の知的財産権の取得促進と保護  
     

提案要求先 文部科学省・経済産業省   
都 所 管 局 産業労働局         

 
１ 中小企業における知的財産権の取得を促進させるた

め、外国の減免制度の状況等も勘案し、特許関係の料金  
の減免について、  
（１）資力に乏しい法人や研究開発型中小企業に限定す

ることなく、すべての中小企業を適用の対象とする

こと。  
（２）審査請求料、特許料のみでなく、出願以降に生ず

るすべての手数料（出願料、審判請求料など）を減

免の対象とすること。       （経済産業省） 
 
２   権利侵害に対する抑制効果を高めるとともに、権利者

を適正に救済するため、権利侵害に対する刑事罰及び損

害賠償制度を強化すること。（文部科学省・経済産業省） 
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参  考  
 

１ 中小企業の特許関係の料金減免措置の拡充  
[現行制度の問題 ]  

減免制度を受けられる対象者が限定されており、また減免措  
置の内容も審査請求料や一定期間の特許料に限られている。  

[都の要望理由 ]  
特許の取得には、弁理士手数料、出願料、審査請求手数料、  

特許料と多額の費用を要する。また、必ずしも、すぐに収益に  
つながるものではない。このため、中小企業は優れた技術を保

有しながら、知的財産権として十分活用するには至っていない

状況にある。中小企業の製品・技術の高付加価値化を図るため

には、知的財産権の取得促進を図るための支援が必要である。  
 

(1)  について  
米国のスモールエンティティー（小規模団体）制度  

 出願・登録・維持等の５０％手数料減免  
 対象：小規模団体＝従業員５００人未満、非営利団体（大学

等）、個人  
 手続：自ら小規模団体との主張をすればよい。虚偽申請の場

合は、特許無効又は権利行使不能となる場合がある。  
 実績：米国１１１，０００件（２００２年 全特許出願数の

約１／３）  
    日本    ８１１件（平成１３年）  
(2)  について  

米国のスモールエンティティー制度の場合、特許出願料、特

許登録料、特許権維持料、期間延長請求費用、権利回復請求料

など、特許出願後の手数料について広く手数料減免の対象にな

るのに対して、日本の減免対象は非常に限定的である。  
例えば、出願に対し拒絶査定がおりた場合、さらに拒絶査定

不服審判請求をすることが通常であるが、その費用は減免の対

象ではない。  
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【現行の料金減免制度】  
（ア）資力に乏しい法人に対する減免措置  
（審査請求料の半額軽減、特許料の３年間猶予）の範囲  
 
以下の全てを満たすこと。  
①発明が職務発明であること。   
②その職務発明をあらかじめ承継した法人であること。  
③資本の額又は出資の額が３億円以下であること。   
④設立１０年以内であること。  
⑤法人税が課されていないこと。  
⑥支配法人がないこと。  

 
（イ）「研究開発型中小企業に対する軽減措置」  

（審査請求料の半額軽減、特許料の半額軽減）  
 
以下の全てを満たす会社等  
①発明が職務発明であること。  
②その職務発明をあらかじめ承継した会社であること。  
③試験研究費等比率が収入金額の３％超であること。  

   
（ウ）上記③又は以下のいずれかの認定事業等に関連した出願

を行う会社であり、かつそれぞれの法律に規定された「中

小企業者等であること」  
       

以下の 3 法における認定事業等に関連した出願を行う企業  
・中小企業の創造的活動に関する臨時措置法における認定事業  
・新事業創出促進法に基づく中小企業技術革新支援制度

（ SBIR）の補助金等交付事業  
・中小企業経営革新支援法の承認計画における技術開発に

関する研究開発事業  
 
２ 知的財産の権利侵害に対する罰則（損害賠償及び刑事罰）の強化  

 [現行法制度の問題 ]  
日本の知的財産関係係争事件は、損害賠償額の認定額が低く  
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「侵害し得」の状況が生じている。  
 [都の要望理由 ]  

侵害されやすく、権利者がそれを未然に防止できない。権利  
侵害に対する抑制効果を高める方策が必要である。  

 
・ 「侵害し得」について  

特許法上、平成１０年の改正前は損害額を次のよう算定していた。 
① 侵害者がその侵害行為により利益を受けているときは、その

利益の額を損害の額と推定する。  
② 侵害に係る特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額

を損害の額として請求することができる。  
①について、多くの判例でこの「利益」が純利益と解され、

しかもその立証に必要な資料がほとんどの場合侵害者側にある

ので、結局は②の通常受けるべき実施料相当額が認められると

いうことが多かった。したがって損害賠償額が正当な契約によ

る実施料と同程度であれば「侵害し得」ということであった。

平成１０年の改正で、新たに逸失利益について、特許権者又は

専用実施権者が侵害者の譲渡した数量を立証した場合は、これ

に特許権者側の単位当たりの利益額を乗じて得た額を損害額と

できる旨の規定となり、従来より損害額が引き上げられる例が

多くなっている。  
しかし特許権者がライセンシーに対して契約に基づき販売数  

量の報告徴取権や帳簿閲覧謄写権を持つのに対し、侵害者の販

売数量を把握する場合には、それを把握する手段が権利者に確

保されておらず、その把握・立証責任は権利者が負担すること

になる。したがってライセンスを受けた者に較べて侵害者によ

る販売数量の把握・立証は限定的にならざるをえず、「侵害し得」

の状況はなお改善の余地がある。  
 

・ 知的財産権侵害に対する抑制効果について  
知的財産権の侵害に対する抑制効果を高めるためには、刑事罰  

を厳しくすることが必要である。具体的には、不正競争防止法や

独占禁止法の罰則との均衡を図ることを考慮して罰金刑の引き

上げが必要である。  
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５ 観光資源としてのカジノ実現のための法整備 

 

提案要求先 内閣府        

都 所 管 局 産業労働局・知事本局 

 

カジノは、まだ日本では認められていないが、世界の多くの国々

で開設されており、もはや国際的にも認知されたものとなってい

る。 

カジノは、有力な観光資源であり、新たなゲーミング産業として、

経済波及効果や雇用創出効果が大いに期待できる。 

カジノは、現行法では、刑法の賭博及び富くじに関する罪で規制

されており実施することができない。カジノを実現するために、必

要な法整備を行うこと。 

なお、その際に、地域の実情に即したカジノ運営を可能にする仕

組みとするなど、地方自治体の意向を十分踏まえるよう留意するこ

と。 
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参  考 

 

【自治体の動向】 

カジノ実現のための法整備

に関する要求活動 

･H15.2.6  内閣総理大臣等あて(防災･構

造改革特区担当大臣に要求) 

東京都、静岡県、大阪府、和歌山県、宮崎県

各知事連名による 

地方自治体カジノ研究会 

・第 1 回研究会 H15.2.6 (5 都府県で発足)

･第 8 回研究会 H16.3.31（第 4 回以降は神

奈川県を加えた 6 都道府県が参加） 

 研究報告書を取りまとめ公表 

地方自治体カジノ協議会 
・第 1 回協議会 H16.8.31（6 都府県で発足

・オブザーバー参加 16 道県 

 

【国会等の動向】 

自由民主党 

 

･｢公営カジノを考える会」（H13.12.06 発足） 

･｢カジノと国際観光産業を考える会」として H14.6.5 再発足

･｢国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」として

H14.12.12 再々発足 

･会長 野田聖子議員 ・100 人（H16.6.15 現在） 

･ゲーミング（カジノ）法・基本構想（案） (H16.6.15 公表)

都議会 

自由民主党 

･｢TOKYO カジノ創設議員連盟」（H14.3.28 発足） 

･会長 佐藤裕彦議員 ・48 人 

 

【東京都都市型観光資源の調査研究報告書(平成 14 年 10 月発表)】 

カジノの経済波及効果試算結果 

構成モデル 
カジノ消費

額 (億円) 

生産誘発額

(億円) 

雇用誘発 

人員 (人) 

カジノハウス単体 300 740.4  4,545  

ホテル、エンタテイメント施設等

の集積地にカジノハウスを設置 
570 1,406.9  8,635  

カジノホテル 340 839.2  5,150  

カジノハウス、カジノホテル、エ

ンタテイメント施設等が複合立地 
910 2,246.1  13,785  
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６ 中小企業の事業用資産相続時の負担軽減措置

強化 
 

提案要求先 財務省・経済産業省 

都 所 管 局 産業労働局      

 

 相続税をはじめとする事業承継関連税の負担が中小企

業の事業の円滑な承継に大きな影響を与えているため、そ

の負担軽減措置を強化すること。 

 

１ 抜本的な軽減措置の導入 

中小企業者が相続するにあたり、引き続き事業を継続

していく場合には、我が国の「農地に関する相続税納税

猶予制度」や欧州先進諸国の制度に準じた包括的な軽減

制度を設けるなど、抜本的な軽減措置を講ずること。 

 

２ 土地の減額評価の実施 

中小企業事業承継税制で評価減をしている特例を、

400 ㎡を超える部分にも拡充すること。 

 

３ 自社株の評価方式の見直し 

(1) 同族会社の株式評価における類似業種比準価額の 

減額率を引き上げること。 

(2) すべての会社に類似業種比準方式のみによる評価 

の選択適用を可能とすること。 
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参   考  

 

１  抜本的な軽減措置(農地及び他国の状況) 

農地に関する

相続税納税猶

予制度 

農業を営んでいた被相続人から相続人が一定の農

地等を相続して農業を営む場合には、納税額が一部

または、全部免除される制度 

フランス 

 

相続前２年 

相続後５年事業継続

50％軽減  

 

諸外国の事業

承継税制 

ド  イ  ツ  

 

相続後５年事業継続

 

25.6 万ユーロ控除

＋40％控除  

 

２  土地の減額評価(現状 ) 

小規模宅地等についての相続税の課税の特例（400 ㎡まで）  

 

３  自社株の評価方式(現状 ) 

純資産価額方式か、類似業種比準価額方式との併用方式のど

ちらかを選ぶ。 

類似業種

比準価額

方式(※ ) 

類似業種の上場株価を基礎とし、類似業種の配当金額、
利益金額、純資産価額を評価要素として評価会社の比
準価額を求める方式。斟酌率（＝１－減額率）は、小
会社 50％、中会社 60％、大会社 70％  

純資産価

額方式 

企業の有する事業用資産を時価で評価し、これを基礎
として１株当たりの価値を評価する方式 

 

 

  

 

土地の用途 減額率  

事業用宅地等（不動産貸付の用に供されていた宅地

等を除く） 
 

相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合 ８０％  
 

それ以外の場合 ５０％  

不動産貸付の用に供されていた宅地等 ５０％  

※類似業種比準価額 

＝類似業種比準株価×                        ×斟酌率
配当比準値＋(３×利益比準値)＋純資産(簿価)比準値

 

         ５ 
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７ 日本政策投資銀行の行う政策金融機能の充実 

 

提案要求先 財務省 

都 所 管 局 港湾局 

 

 日本政策投資銀行が行っている政策金融について、現在国が最重

要課題として取り組んでいる「都市再生」に資する制度として幅広

く活用できるよう、次のとおり制度を充実すること。 

 

１ 地方公共団体等が出資して設立した団体（以下「第三セクター」

という。）に対する政策金融のあり方を抜本的に見直し、融資期

間の長期化、借換えなどの対応が可能となるよう弾力的な融資制

度とすること。 

 

２ ＮＴＴ株式売却益を活用した第三セクターへの無利子融資に

ついて、償還期間を現行の１５年から、その事業実態に合わせ、

最長５０年に延長すること。 

 

３ 第三セクターに対する支援策として、一時的に経営状況が悪化

した場合や融資元の金融機関が破たんした場合など、経営環境の

変化に対応した融資制度を設けること。 

 

４ 民事再生法等により再建しようとする第三セクターに対し、再

建に向けた経営努力を踏まえて、債権放棄等の経営支援をするこ

と。 
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参  考 

 
１ 融資制度の弾力化 
 
 日本政策投資銀行は、一般金融機関と異なり金融環境の変化に対応した低利

融資への借換えなど状況に応じた柔軟な対応ができない。 
  
２ ＮＴＴ株式売却益を活用した無利子融資の充実 
 
 無利子融資の償還期間は、１５年以内（３年以内の据置期間を含む）とされ

ている。 
しかし、日本政策投資銀行は民間では困難な長期資金を供給することが存在

意義となっており、１５年では「長期」資金供給とはいえない。 
 また、税法上、建物の耐用年数が、５０年であることと比べ著しく短い。 
 
３ 経営環境の変化に対応した融資制度の創設 
 
（経営状況の悪化） 

 日本政策投資銀行法では、投資の回収に長期を要する収益性が低い事業など

を政策金融の対象としており、融資対象を主に設備資金としている。    
このため、一時的に経営状況が悪化した場合など多額の運転資金を必要とす

る場合には対応できない。 
 
 （金融機関の破たん） 
 日本政策投資銀行法では、平成１３年３月末までの時限措置として、金融機

関の破たん、信用収縮等の影響を受けて資金調達が困難となっている中堅企業

への融資制度が設けられていた。しかし、金融機関の貸出態度が依然厳しいた

め、制度を復活するとともに新たに第三セクターも対象に加える必要がある。 
 
４ 債権の一部放棄等 

 
第三セクターの経営再建を円滑に進めるに当たっては、政策投資銀行を始め

とした金融機関の協力が重要である。とりわけ債権額に応じた債権の一部放棄、

金利減免等がその再建に当たって不可欠なものとなっている。 
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