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ここまで進んだ小泉改革

● 目で見る小泉改革の3年間─改革の芽を大きな木に─ ................
これまで小泉内閣は「改革なくして成長なし」、「民間にできることは民間に」、「地

方にできることは地方に」の基本理念のもとに、金融システム改革、規制改革、税

制改革、歳出改革といった構造改革を進めてきました。この成果として出てきた改

革の芽を大きな木に育てます。
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目で見る小泉改革の3年間　─改革の芽を大きな木に─

改善が見込まれる基礎的財政収支

〈改革の基本理念〉

● 改革なくして成長なし
● 民間にできることは民間に
● 地方にできることは地方に

改革の芽が出ています 経済指標で見る改革の成果

改革の成果を
大きな木に育てます

● 改革の成果を地域や中小企業など、日本経済の隅々

にまで浸透させ大きな木に育てます。

■ 地域主体の取組

構造改革特区……これまで324件を認定

地域再生プログラム(2月27日)23件の地域限定措

置、118件の全国措置

■ 観光立国

2010年までに訪日観光客を倍増の1,000万人に

ビジット・ジャパン・キャンペーンなどの実施

■ 起業

最低資本金規制特例(中小企業挑戦支援法)

平成16年3月19日現在 10,133件設立、すでに

365社が「卒業」(増資により特例の対象外となった)

■ 産業再生

産業再生機構の設置(15年4月)……これまでに12

件の支援決定

中小企業再生支援協議会…… 16年3月31日現在 

3,395企業の相談取り扱い、301企業の再生計画策

定を支援、69企業の再生計画策定が完了し5,242

名の雇用を確保

■ 530万人雇用創出プログラム

これまでに関係分野で200万人の雇用を創造(試算)

■ 三位一体の改革

16年度に、国庫補助負担金の一兆円の廃止・縮減等、

税源移譲の具体化、交付税総額の抑制

● 日本経済は国の財政に頼らず民需主導で着実に

回復しつつあります。(15年第4四半期の実質

GDP は前年同期比では3.4%増、前期比年率で

は6.4%成長 )

● 雇用も持ち直してきています。(3月の完全失業率

は4.7%)
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■ IT

・高速・超高速インターネットの加入者数が約1,449

万加入（16年2月末）と13年3月に比べて約17

倍に拡大

・平成15年12月、地上デジタル放送開始（関東、中京、

近畿広域圏）

■ 対日直接投資

対日直接投資残高6.6兆円（13年）→　9.4兆円（14

年）

■ 知的財産

特許等使用料の国際収支が黒字に転換

▲800億円（13年）→　1,512億円（15年）

■ 郵政改革

平成15年4月に日本郵政公社がスタート。平成19

年には民営化を目指す

■ 特殊法人改革

・改革対象163法人のうち、128法人について法改

正等の所要の措置

・道路関係四公団については、平成17年度中の民営

化に向けて、関係法案を今国会に提出

■ 社会保障制度改革

年金制度については、持続可能な制度の構築に向けて、

関係法案を今国会に提出

■ 税制改革

持続的な経済社会の活性化のための税制改革が大きく

進展

● 金融システム改革、規制改革、税制改革、歳出改

革といった構造改革を進めてきた結果、改革の芽が出

ています。

■ 主要行の不良債権比率

8.4%(平成14年3月)→6.5%(平成15年9月)

■ 規制改革

この3年間で1,000項目を超える規制改革が進展

1990年代以降の規制改革による利用者メリットの

合計は平成14年度においては約14兆3千億円（一

人当たり約11万円）

■ プライマリーバランス

約0.8% (平成15→16年度) の改善見込み
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国と地方合わせた基礎的財政収支 

備考：1. 平成16年1月16日経済財
政諮問会議　内閣府提出資料
を基に作成。

2. 基礎的財政収支（国・地方）は
国民経済計算（SNA）ベース
の推計値。

3. 試算は誤差を伴っており、相
当の幅をもってみるべきで
ある。

● 倒産件数も減少傾向にあります。(3月は1,329件)

（件） 
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持ち直してきている雇用

内需主導の着実な成長へ（実質GDPの推移）

減少してきている倒産件数

（備考）内閣府「四半期別GDP速報」（平成16年3月）より作成

（備考）総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査（事
業所規模5人以上）より作成

（備考）（株）東京商工リサーチ調べ



地域の活性化 構造改革特区

地方のやる気を全国へ
─地域の特性を活かした特区が全国で動き出しています─

■ 構造改革特区制度を創設

平成14年12月
構造改革と地域活性化のため

地域の特性に応じた規制の特例を導入する

構造改革特区制度創設
知恵と工夫で経済活性化！

地域の特性に応じた産業集積や
新規産業の創出等により
地域経済を活性化

特定地域の成功事例を全国的な
規制改革へと波及することで
我が国全体の経済を活性化

特段の問題のない規制の特例措置は早期に全国展開を図ります
（４月から評価委員会の調査開始）

地方公共団体、民間業者、NPO、個人等誰でも規制改革の提案が可能

地方公共団体や民間業者から 件の提案（平成15年11月現在）

件の特区が全都道府県で誕生
（平成16年3月現在）

■ 構造改革特区で地方公共団体や民間の「知恵」と「工夫」が活かされています。

教育関係特区 : 太田外国語教育特区【群馬県太田市】
市と民間が協力して小中高一貫教育の学校を設立し、国語等を除いた大半の

授業を外国人教諭が英語で行う

産業活性化関係特区 : 技術集積活用型産業再生特区
【三重県、四日市市、四日市市港湾管理組合】 
保安関係の規制の特例を導入することで、既存の石油化学コンビナート施設

を有効活用した設備投資を可能に

新しい時代に対応した高付加価値型の産業集積地域を実現

国際物流関係特区 : 北九州市国際物流特区【福岡県北九州市】
税関の執務時間外における通関体制を整備したり、臨時開庁手数料を軽減す

ることで、364日24時間開港を可能に

農業・都市農村交流特区：日本のふるさと再生特区【岩手県遠野市】
農家民宿等に簡易な消防用設備を認めるとともに、濁酒（いわゆる「どぶろ

く」）の製造免許の要件緩和等により、地域に根ざした新たな起業を促進し、

地域の活性化を図る

・平成19年度までに20件の農家民宿等が開業

農業・都市農村交流特区：小豆島・内海町オリーブ振興特区【香川県内海町】
オリーブの加工を行う株式会社に、遊休農地でのオリーブの栽培を認め、オ

リーブの生産から加工までを一体的に行う新しいビジネスの創出と、遊休農

地の有効活用を図る

の経済効果

教育関係特区：キャリア教育推進特区【東京都千代田区】
ビジネス人材育成特区【大阪市】

株式会社に、大学や専門職大学院の設置を認め、高い専門性を持った人材の

輩出などを図る

体の作成した特区計画に基づく）

特区で実施する規制改革　 項目
全国で実施する規制改革　 項目　

を実現！
（平成16年3月現在）

○ 教育、農業、医療分野への株式会社参入といった、従来難
しいとされた規制改革を実現

○ 今後も年2回程度、特区の提案を地方公共団体や民間事
業者の方々から募集していきます

実現した規制の特例措置

を使って、地方公共団体

が特区計画を策定し、内

閣総理大臣が認定



地域の活性化

■ こんな構想が可能になります

● 魅力あふれる観光のまちづくり

・良好な景観形成のための規制などによる特色あ

る名所の活用

・案内標識の統一的な整備などによる親切で快適

な観光設備の整備

・道路を使用した祭りの開催などによる創意工夫

を活かしたイベントの推進

・廃校施設の交流拠点としての活用などによる公

共施設の有効活用

● 多様なニーズに対応したまちづくり

・道路や河川を占用したオープンカフェの開設な

どによる顔の見えるまちづくり

・コミュニティ・サービス事業の活性化などによ

る市民の手によるまちづくり

● 地域の資源を活かした農山村づくり

・家畜排せつ物などを活用したバイオマス発電所

の設置などによる新たな可能性の追求

・市民農園で生産された余剰農作物を近郊都市住

民に販売する収穫祭の開催などによる都市住

民との交流

・県域を越えて移動する鳥獣の保護管理などによ

る農林水産業の振興

● 自然と一体となった漁港・漁場・漁村づくり

・漁業の過程で生じるバイオマス資源の有効活用

などによる資源循環型漁港

・自然を活かした交流事業の推進などによる都市

住民との交流

・間伐材の魚礁への活用などによる森の恵みを活

かした自然にやさしい漁場づくり

地域再生

地域が自発的な取組を始めています
─地域活性化の取組─

■ 地域再生推進のためのプログラム（平成16年2月27日地域再生本部決定）

■ 地域再生の提案募集・計画認定の仕組み

「地域再生本部」を設置
（平成15年10月24日）

地域経済の活性化
地域雇用の創造

の提案主体（地方公共団体・民間事業者等）から

地域再生のための 件の提案

「地域再生推進のためのプログラム」（平成16年2月27日）、
件（地域限定措置 件、全国措置 件）の支援措置決定

民間の知恵や創意工夫を最大限活用 地域の意思決定の裁量拡大

自治体
地
域
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム

連携

内閣官房

地域

国

各 省

民間等誰でも可

内閣府

良好な景観を形成したまちづくり 道路を占用したオープンカフェ

市民農園での収穫 間伐材を活用した魚礁



地域の活性化

日本の都市がもっと魅力的に生まれ変わる
─21世紀の新しい都市創造─

■ 画期的な都市再生のスキームを導入
「都市再生緊急整備地域」（53地域 約6,103ヘクタール　平成15年7月第3次指定まで）内において、以下の

特別措置が適用できるようになりました。

活用事例
（名古屋駅周辺・伏見・栄地域）

名駅四丁目7番（豊田・毎日ビル）プロジェクト

○ 既存の用途、容積率等の規制を適用除外

○ 地権者等の 3分の 2以上の同意の下で民間事

業者等による計画の提案が可能

○ 提案後6ヶ月以内に都市計画の決定等

金融支援等のための
国土交通大臣認定制度を創設
（民間都市再生事業の支援）

当該事業を実施する民間事業者に対する支援制度

を創設

○ 公共施設整備支援（無利子貸付）

○ 事業立ち上がりの金融支援

　（出資・社債等取得、債務保証）

認定事例
(環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 )

南青山一丁目団地建替プロジェクト

民間の創意工夫を活かした
都市再生事業の迅速な実現
（都市再生特別地区）

都市再生

一草庵 

俳句の道 

にぎたつの道 
道後温泉地区 

サブセンターゾーン 

道後温泉本館 
センターゾーン 

松山城周辺 

サブセンターゾーン 

久谷・砥部 

松山市立子規
記念博物館 

明教館 
秋山兄弟生家跡 

きどや旅館跡 

子規生い立ちの家跡 

庚申庵 

JR松山駅 

馬陀仏庵・蕃翆荘 
松山中学校跡 
松山市駅 

子規生誕地 

子規堂 

サブセンターゾーン 

三津浜・梅津寺 

サブセンターゾーン 
松山総合公園 

ロシア人墓地 

■全国都市再生の推進～稚内から石垣まで
地域が「自ら考え行動する」都市再生活動を支援し、「身の回り」の生活の質の向上と、「地域経済・社会」の活性化を

目指します。

地方公共団体等からの提案（約 1,000
件）に基づき、共通的な課題などテーマ
ごとに検討体制を構築し、プロジェクト
の具体化を推進
【具体例】
稚内、松山、石垣等において、都市観光推進
のための計画を策定

「地域が自ら考え、自ら行動する」都市再
生活動を「全国都市再生モデル調査」とし
て支援し、全国各地の先導的な都市再生活
動を推進

全国都市再生の支援のための基本的な枠組
みを構築
○ 市町村の創意工夫が活かせる新たな「ま
ちづくり交付金」の創設

○ 市町村へまちづくりに関する権限をで
きる限り一体化（都市計画決定権限・道
路事業実施権限の移譲）

○ 行政とNPO法人等の民間まちづくり主
体との協働

良好な景観と豊かな緑を総合的に実現する
ための景観緑三法案を今通常国会に提出

市全域を「坂の上の雲」フィールドミュージアムとした市民参加型の観光振興（愛媛県松山市）

（出典：都市再生本部資料）

成田空港乗継客を対象にした
短時間旅行の実験（千葉県佐原市）



地域の活性化

■ 「ビジット・ジャパン・キャンペーン」の推進

総理大臣はじめ各大臣の外国訪問時
などにおけるトップセールス

海外メディア等を通じた広報・
宣伝(総理大臣出演テレビCMも)

海外の旅行業者に対する情報提供
支援

小泉総理大臣出演の外国人旅行者訪日
促進ビデオ「ようこそ !ジャパン」

「ビジット・ジャパン・キャンペーン」
ロゴ

■ 各地域の魅力を発掘する「一地域一観光」運動などの推進

■ 観光を活かした独創性あふれる地域づくりが全国各地で進んでいます。

● 兵庫県出石町

兵庫県出石町では、町民の一人一人が参加して

まちの雰囲気作りに取り組み、年間 100万人

もの観光客が訪れるようになりました

● 長野県飯田市

長野県飯田市では、地域の農家 400戸以上が

協力して、年間 220にも及ぶ修学旅行等を受

け入れ、農業体験を核としたグリーン・ツーリズ

ムを推進しています

平成17年3月から開催される「愛・地球博」を機に、
日本への来訪を一層促進します

「観光カリスマ」も活用し、
「観光カリスマ塾」を開催

独創的・総合的な計画づくりをサポート
(共通プラットフォームの設置 )

良好な景観形成や文化的景観の
保護を図るための制度を新たに創設

魅力ある観光交流空間づくりを
ハード・ソフトの両面から総合的に支援

都市と農山漁村の共生・対流の促進
(オーライ !ニッポン )

有給休暇の取得促進や、2学期制の導入
などによる学校休業日の分散化を後押し

観光

多くの人が訪れる魅力的な国へ
─「住んでよし、訪れてよしの国づくり」で地域活性化─

■ 観光立国行動計画
「住んでよし、訪れてよしの国づくり」を実現するため、観光立国関係閣僚会議 (全閣僚が構成員 )は観光立国行

動計画を平成15年7月31日に決定しました。

訪日外国人旅行者の増大により、

・国際相互理解の促進

・大きな経済効果

・住民の地域に対する自信と誇りの醸成　　　などを目指します。

アンバランスな国際観光交流

平成14年資料 (* は平成13年 )。数値は暫定値。

わが国を訪れる外国人旅行者を までに倍増し、1,000万人にします

外国人旅行者の来訪を促進しています

● 総理大臣自らが海外のCMなどで我が国への来訪を呼び掛け

● 日本の魅力を海外へ戦略的に情報発信する

「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を実施

● 大使館等でも積極的に日本の魅力をPR

● 外国人の入国ビザ取得手続について簡素化・迅速化を推進

● 外国人が一人歩きできるよう、案内標識に関するガイドラインを作成

して統一的な整備を推進

観光立国の意義

訪日外国人旅行者は日

本人海外旅行者数の 3

分の 1以下と、アンバ

ランスになっています。

外国人の訪日旅行

524万人

(世界33位)

35億ドル

(世界35位*)

日本人の海外旅行

1,652万人

(世界11位*)

267億ドル

(世界4位*)



産業・金融

● 再生支援実績

支援決定 件、うち 件については買取決定
（平成16年3月末日時点）

●RCCの機能を活用した企業再生案件への取組
RCCの信託・再生機能を活用する「企業再編ファンドスキーム」、「中小企業再生型信託スキーム」等を策定

● 産業再生機構を設立（平成15年4月）
我が国の産業と金融の一体的な再生を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事
業者に対し、金融機関等からの債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援する株式会社産業再生機構
を設立

１件１件の事業再生を着実に実現するとともに、様々な事業再生等のモデル事例を示すことにより、これ
まで我が国に根付いてこなかった事業再生の仕組みや市場を育成することを目指す

■ 産業再生機構の活用

経営不振企業 

メインバンク メインバンク 

非メイン 
バンク 

入口 

再生企業 

出口 

ニューマネー 

評価 

売却  

事業スポンサー 

プライベート 
エクイティーファンド 

インベストメント 
バンク 

銀　行 

事業再生計画 

債権買取・同意 

産
業
再
生
機
構 

産業再生機構による企業 (事業 )再生のプロセス

● 「産業再生機構のより一層の活用に向けた方策」の推進
・資産査定や経営者責任の在り方についての考え方の標準化
・金融機関と機構が協調的に財務支援等を柔軟に実施
・担当者の明確化や、協働作業等による金融機関等との意思疎通の円滑化　等

■ （株）整理回収機構（RCC）の活用

● 再生支援実績
再生実施案件 件、再生候補案件 件

中小企業や産業が再び元気を取り戻す
─中小企業や産業の再生を強力にバックアップしています─

■ 中小企業再生支援協議会の活用

産業再生

● 全都道府県に中小企業再生支援協議会を設置
多種多様で地域性が強い中小企業の再生を支援するため、全都道府県に中小企業再生支援協議会を設置

中小企業再生に関して豊かな知識と経験を持つ専門家、地域の金融機関など、地域の総力を結集し、相談
から再生計画策定支援まで、きめ細かに中小企業の再生への取組を支援

● 再生支援実績

相談取扱企業数 件、再生計画策定支援 企業

（うち 企業が計画策定が完了、 名の雇用を確保）
（平成16年3月31日現在）

中小企業再生支援協議会による再生計画策定案件の推移と雇用確保の成果

再生計画策定対象件数（累計） 

再生計画策定完了件数（累計） 

雇用確保数 

6月27日 7月28日 9月29日 11月21日 12月17日 3月31日 平成15年 平成16年

出典：経済産業省資料をもとに内閣府作成

● 計画認定件数実績

件（うち改正後 件）

■ 改正産業活力再生特別措置法の活用

● 改正産業再生法の着実な運用
事業再編や先進的な設備投資など、産業再生に向けた企業の前向きな取組を支援するため、昨年4月に産

業再生法を抜本的に改正し、産業・金融の一体的な再生に向け取り組んでおります

　　　（平成16年4月9日現在） （平成16年2月時点）



産業・金融

● 早期事業再生に向けた取組
企業再生ファンドやデット・エクイティ・スワップ ( 債務の株式化 )、RCC( 整理回収機構 )
の信託機能、産業再生機構や中小企業再生支援協議会の活用など
 ( 参考 ) 企業再生ファンドの出資、組成 12件 51億円
  デット・エクイティ・スワップ 12件 117億円

● 新しい中小企業金融の取組の強化
スコアリングモデル (信用格付モデル )の活用、ローンレビュー (貸出後の業況把握 )の徹底
等による、担保・保証に過度に依存しない融資への取組(スコアリングモデル:銀行の5割、ロー
ンレビュー : 銀行の3割 )
 ( 参考 ) スコアリングモデルを活用した商品による融資 59,168件 4,414億円
  財務制限条項を活用した商品による融資 88件 95億円

安心できる金融システムの構築を目指します
● ペイオフの実施については、不良債権処理の加速等、政策強化を進めるなかで、預金者にいた
ずらに不安を与えることがないよう、不良債権問題が終結したあとの17年4月から行うとの
措置が講じられました。

●17年4月以降は決済機能の安定確保を図るために、「決済用預金(※)」が全額保護されることに
なります。
※ 決済用預金:「無利息・要求払い(払い戻しをいつでも請求できること)・決済サービスを提供できること」という3条件を満

たす預金。

新しい金融の動きが広がっています
─新たな融資商品が拡大。これらを踏まえ「経済活性化のための産業金融機能強化策」を推進─

● 主要4大グループのす
べてが中小企業向けの
スピード審査による無
担保・第三者保証不要
の融資商品を設け、貸
出を拡大。

銀 行 名 商　品　名 開 始 時 期 平成15年度貸出実行額の目途

みずほ アドバンス・パートナー 平成14年 11月 1,000億円程度

東京三菱 融活力ほか 平成15年 5月 3,000億円程度

UFJ ビジネスローン 平成15年 5月 2,000億円程度

三井住友 ビジネスセレクトローン 平成14年 3月 7,000億円程度

 合　　　　計  1 兆 3,000億円程度

● 政府は、中小企業や地域産業に対する資金供給を円滑化するため、多様な資金の流れの整備や担保・保証に
過度に依存しない資金調達の実現などを図る「経済活性化のための産業金融機能強化策」を策定（15年12月
24日）。　　

・中小企業の再生を支援する「地域中小企業再生ファンド」や中小企業の新事業展開を支援する「がんばれ！中
小企業ファンド」などの組成を加速。

・売掛債権担保融資保証制度の普及促進（保証承諾約1万2000件、融資額約4,800億円）。

お金の流れを企業や地域の隅々まで
─不良債権問題の終結、強固な金融システムの構築を目指して─

金融再生

■ 不良債権処理の推進

不良債権処理は着実に進んでいます─金融再生プログラムの推進─

15年9月末における主要行の

不良債権残高が14年3月末と

比較して9兆円以上減少。不良

債権比率も1.9%ポイント低下

(8.4%→6.5%)するなど、主

要行の不良債権比率を半減させ

るとの目標の実現に向け、着実

に進捗。

（％） 

3月 
平成１４年 

9月 3月 
平成１５年 

9月 3月 
平成１６年 

9月 3月 
平成１７年 

台 

主要行の不良債権処理の推移

中小企業金融再生に向けた取組が進展しています
─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推進─

○ 中小・地域金融機関が「機能強化計画」を策定。地域の特色を活かした取組も。

中小・地域金融機関は、アクションプログラムを踏まえ、15～16年度の「集中改善期間」における中小企業金

融再生と地域経済の活性化に向けた取組について、計画を策定。

■ 強固な金融システムの構築

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15年度上半期の主な実績

● 約8割の金融機関において、ローンレビュー（貸出後の業況把握）の徹底やスコアリング
モデル（信用格付けモデル）の活用による担保・保証に依存しない融資を促進

● 全ての中小・地域金融機関において、地域貢献に関し、ディスクロージャー誌、ホームペー
ジ等による情報開示を実行

【機能強化計画の例】



産業・金融

全産業の事業所数が、平成13年10月時点で、平成8年に比べて5.5%減少した中にあって、以下のような

新分野で事業所が急増しています。

● 電気通信に附帯するサービス業 (例 : 携帯電話の小売店 ) (+439%)
● ソフトウェア業 (+50%)
● 労働者派遣業 (+60%)
● 老人福祉事業 (+80%)
● その他の医療業 (例 : 介護老人保健施設 ) (+205%)

■ 新分野で事業所が急増

■ 最低資本金制度の特例措置を活用した会社の設立が進展

最低資本金制度の特例措置導入後、平成16年3月19日現在で、本制度の申請件数は13,299件に達し、

そのうち10,133件(うち1円起業437件 )については既に会社設立手続きが完了。

また、本制度の活用により会社を設立した後、最低資本金以上の増資を行って本制度の対象外(「卒業」)となっ

た企業は365社に達しています。

■ 大学発ベンチャーの設立 (累計 )が順調に増加

平成15年度調査では、大学発ベンチャーの設立累計は614社に達し、前年比44.8%増加。

起業の動きが広がっています !

平成１５年 平成１６年 

（件） 

3月１９日現在 2月末 11月末 8月末 5月末 2月末 

会社設立数 

確認申請件数 

（社） 

平成15年8月末 平成14年8月末 平成13年8月末 平成12年8月末 

+

最低資本金制度特例措置の累積利用件数の推移

大学発ベンチャーの設立累計の推移

（出典：平成13年事業所・企業統計調査（総務省））

（出典：経済産業省資料に基づき内閣府作成）

やる気があれば創業できる
─起業など新事業へのチャレンジ精神を応援しています─

■ 最低資本金制度の特例措置

平成15年2月より最低資本金規制の特例を定めた「中小企業挑戦支援法」が施行され、事業
を営んでいない個人が経済産業大臣の確認を受けた場合、最低資本金の規制（※）を受けずに
会社を設立することが可能となりました
※現行の商法（有限会社法）の最低資本金制度では、法人設立時に規定額の資本金（株式会社の場合：1,000万円、有限会社
の場合：300万円）が必要です

■「起ちあがれニッポン DREAM GATE 」事業

■ スタートアップ時の資金供給の円滑化

ベンチャーファンド出資制度の整備、エンジェル税制の拡充、政府系金融機関を活
用した融資制度の創設等により、スタートアップ時の資金供給の円滑化をはかって
います

平成15年７月より、国民各層に対する起業意識・独立意識の
喚起や、30万人以上の起業家予備軍を対象とした総合的な起
業支援サービスの提供を行う「起ちあがれニッポン DREAM 
GATE」事業を実施しています

【事業の具体例】
・ウェブサイトを通じた情報（起業関連情報や起業相談等）提供
・DREAM GATE「起業家インターンシップ」事業

【目　標】
・最低資本金制度の特例措置を活用した起業を後押し
・「開業創業倍増プログラム」「大学発ベンチャー1,000社計
画」の実現・達成に向けた動きを加速

起業

（出典：文部科学省資料に基づき内閣府作成）



産業・金融

■ 対日直接投資による雇用創出の具体的事例

地域への波及効果

● 生産誘発効果 億円

● 雇用誘発効果 人

● 地域の経済成長を 引き上げる可能性

(平成12年静岡県試算 )

外資系商業施設の進出で約3,700人の雇用

アウトレットモールのケース(静岡県)

平成12年7月、静岡県内（遊園地の跡地）に
米国系企業がアウトレットモールをオープン
しました。これまで日本になかった業態が人
気を集め、オープンから50日間で、初年度
の来客目標であった200万人を突破しまし
た。
昨年7月には、店舗面積、店舗数を倍増して

リニューアルオープンし、さらに経済効果が
拡大しています。
現在、モール全体で約1,600人を雇用して
います。試算によると、周辺施設等への波及
効果も含め年間約3,700人の雇用誘発効果
があるとされています。
同社は、同様のモールを全国に展開中です。

（％） 

オーストラリア フランス ドイツ イギリス アメリカ 日本 

世界の活力を日本に
─日本の元気につながる外国企業の日本への進出を促進します─

対日直接投資

■ 対日直接投資残高を倍増させます

外国企業進出の効果

①外国の技術や経営ノウハウの導入

②新たな商品やサービスの提供

③起業・再生等に必要な資本供給

④雇用の創出

対日直接投資はまだ低水準
─主要国の対内直接投資残高／GDP比（平成14年）─

平成18年までの5年間で海外から日本への投資残高を倍増させることを目指し、
様々な取組を行っています

「対日投資促進プログラム」策定
(平成15年3月27日 )

①行政手続きの見直し

②事業環境の整備

③雇用・生活環境の整備

④地方と国の体制整備

⑤内外への情報発信

各府省及びジェトロ等に対日直接投資総合案内窓口を「INVEST JAPAN」として設置

平成15年4月から平成16年3月末まで

の1年間に、1,000社を超える投資案件

を発掘し、そのうち約90社の誘致に成功

(昨年度の2倍以上)Invest Japan ロゴ

平成１４年 平成１３年 平成１２年 平成１１年 平成１０年 

（兆円） 対日直接投資残高

出典：財務省・日本銀行　「本邦対外資産負債残高統計」

「ジェトロ・インベスト・ジャパン・ビジネス・
サポートセンター開所式」の模様



産業・金融

■ 輸出入・港湾関連手続のワンストップサービスが実現

シングルウィンドウ化の実現

税関、入国管理局、港湾管理者、港長、検
疫所等に対する申請手続がインターネット
等を通じ、一度の入力・送信で完了する輸
出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ
化が平成15年7月23日に実現

港湾サービスのさらなる向上

港湾コストやサービスの改革に取り組み、
神戸港においてコンテナ港湾施設使用料が
平成14年1月から約3割低減されるなど、
港湾サービスが向上

専用回線 orインターネット 

シングルウィンドウ化 

船舶代理店等 

一回の入力・送信で、複数の行政機関への手続が完了！ 
紙での提出を削減！ 

利用者が選択 

Sea-NACCS
港湾EDIシステム 

乗員上陸許可 
支援システム 

経済産業省 検疫所 港湾管理者 港　長 入　管 税　関 

輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス化

24時間安全で効率的なモノの流れを
─港湾物流サービス向上に向けた取組が進んでいます─

物流

世界から、
日本から、

■ 港湾の24時間フルオープン化が実現しつつあります

港湾の使い勝手をシンガポール、香港、高雄、釜山等のアジア港湾に匹敵する国際的に魅力あるものにするために。

荷役・ゲート作業の
24時間フルオープン化

● 荷役作業
荷役作業(コンテナ船等からの貨物の積み
卸し作業)については、1月1日を除き、
364日、24時間実施可能

● ゲート作業
ゲート作業(トラックで運搬されるコンテ
ナのターミナルでの受付作業)については、
8:30～20:00 (土日・祝日含)において
実施可能

税関の執務時間外に
おける通関体制の整備

平成15年7月に、主要港の税関官署にお
いて、執務時間外における通関体制(平日
夜間は21時、土日祝日は17時まで等)
を整備(検疫所も連携)

（出典：国土交通省資料） ワンストップサービス



知識・技術

大学発ベンチャーが続々登場し、平成15年
8月末時点で614社
中でも、
アンジェスエムジー(遺伝子医薬品開発)、
トランスジェニック(遺伝子分析)、
オンコセラピーサイエンス(遺伝子医薬品開
発)等6社がすでに株式公開(東証マザーズ)
している

大学による特許出願件数、特許取得件数が
近年大幅に増加

承認TLO(※ )の設立が加速
平成10年12月(技術移転促進法立法当時)
　　　　　　　　　　……4機関

→平成16年3月末で36機関に
出願件数も近年大幅に増加
※大学の研究者の研究成果の特許権化や、その特許権等を企
業に対してライセンシングする技術移転機関

大学等と企業が積極的に共同研究を実施

平成14年度　7,228件
(過去最高 )

　　←対前年度38%増

我が国における大学発ベンチャー企業数の推移

（社数） 

H15年 H14年 H13年 H12年 

日本における大学の出願件数の推移

（件） 

H14年 H13年 H12年 H11年 H10年 （出願年）

承認TLOの出願件数の推移

（件） 

H14年度 H13年度 H12年度 ～H11年度 （出願年度）

大学から世界へ発信
─「知」のさらなる向上とグローバル化─

大学改革

■ 平成16年4月より国立大学が法人化されました

● 大学ごとに法人化し、自律的な運営を確保
 　→大学の個性化・活性化により、魅力ある教育研究を積極的に展開
● 大学運営への学外者の参加を制度化
　→社会の声を反映した大学運営の実現
● 非公務員型の採用による弾力的な人事システムへの移行
　→産学官連携の一層の活発化
● 評価の実施による事後チェック
　→国民への透明性の確保と社会貢献の増大
● 研究成果が原則国立大学法人に帰属
　→地域再生や新産業創出のために知的財産を戦略的に
　　マネジメントすることが可能に

■ 大学を中心に日本の「知」の成果が拡大・向上しています 

この数年間で4人のノーベル賞受賞者が誕生
平成12年　白川英樹(化学賞)
平成13年　野依良治(化学賞)
平成14年　小柴昌俊(物理学賞)
平成14年　田中耕一(化学賞)



■ 世界最高水準の「科学技術創造立国」実現のための政府の政策

科学技術関係予算を重点４分野に重点化
重点4分野……ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料

研究開発税制の抜本強化
試験研究費総額に係る特別税額控除制度等を創設（平成15年度）

イノベーションを通じた経済活性化
経済活性化のための研究開発プロジェクト（みらい創造プロジェクト）を推進（平成15、16年度）

知的クラスター創成事業、産業クラスター計画の推進

■ こんな成果が出ています

◆「知」のポテンシャルの発揮
国際学術誌に掲載された論文の引用数（平
成3年～13年までの統計）で、19分野の
うち、材料科学、化学、物理学で日本の大
学がトップクラス

◆ 研究開発費が過去最高
主要425社の研究開発費が過去最高
　→4.6兆円（平成15年度；計画）
主要264社中の 7割の企業が研究開発費
の増額を計画

（件） 

平成１４年度 平成１１年度 平成9年度 

研究開発プロジェクトに関する特許出願件数

■ 知的財産を最大限に活用する知的財産立国への取組

■ 急ピッチで進む知的財産立国に向けた環境整備
・知的財産基本法の制定（平成14年12月）
・特許法、著作権法、不正競争防止法、種苗法等の改正（平成15年5月、6月）
・民事訴訟法等の改正（平成15年７月）
・「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の決定（平成15年７月）

我が国の特許やノウハウ、アニメ・映画、ゲームなどの知的財産は、世界に誇る国富の源泉です。

■ 知的財産の創造
・大学に知的財産本部・TLOを整備
・大学発ベンチャーを促進
・大学での知的財産教育の推進

■ 知的財産の保護
・特許審査を迅速化
・知的財産高等裁判所を設置
・紛争処理機能を強化
・コピー商品や海賊版商品への対策
を強化

■ 知的財産の活用
・知的財産管理・流動化促進に向けた
信託制度の整備

・知的財経営の確立、知的財産情報開
示指針等の策定・普及

■ 特許等使用料の収支が黒字に転換

（億円） 

平成１５年 平成１４年 平成１３年 平成１２年 

カーボンナノチューブ

◆ 特許出願件数の増加
研究開発プロジェクトによる特許出願件数
の増加
839件（平成9年度）
　→1,336件（平成14年度）(NEDO分）
大学の特許出願件数
353件（平成11年度）
　→607件（平成14年度）

※NEDO　新エネルギー産業技術総合開発機構

知識・技術 知識・技術

世界最高水準の「科学技術創造立国」を実現
─未来を創造する力を強力サポート、研究開発環境の充実を目指します─

科学技術

知的創造を活かした豊かな国づくり
─日本人の豊かな発想をさらにサポート─

知的財産

特許等使用料収支



知識・技術

─ IT化が急速に進展しています !─
■ 料金の低下と高速・超高速インターネットの普及が進展

高速・超高速インターネット加入数と料金の推移

加入数 

（円） 

H13.3 H15.11

約 万加入 

約 万加入 

料金 

加入数＝約 倍 
料金水準＝約 に 

約 円 

約 円 

※高速・超高速ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ加入数＝DSL、ケーブルインターネット、FTTHの加入契約数合計
※料金＝通信料＋ISP料金等。H13.3：Ａ社ADSLサービス（1.5M）、H15.11：Ｂ社ADSLサービス（12M）

■ 世界最安値水準のブロードバンド料金を実現

フランス 英国 ドイツ 米国 シンガポール ベルギー 韓国 日本 

（USドル） 

（出典：「ITU Internet Reports: Birth of Broadband（2003年 9月）」に基づき作成）

ブロードバンド料金の国際比較（2003年7月）

※ブロードバンド=DSL、ケーブルインターネット
※100kbps当たりの料金

先取り「IT実感社会」
電子タグとは、僅か数ミリ以下のチップに通信やデータ書き換
え機能を収めたもの。今後の発展が期待できるIT技術の1つで、
すでに社会での活用が始まっています。
例えば、精算時に電子タグを活用している回転寿司店が登場して
います。
電子タグのお陰で、お皿が適当に重ねてあっても専用の読み取り
機で瞬時に値段の総額が把握できます。もちろん、数え間違えも
ありません。
このように、ITの便利さや効率の良さが身近に感じられるIT実
感社会。今後ますますの進展が期待されます。

8月10日、タウンミーティング出席を前に、小泉総理は民間のIT事
情視察に電子タグ精算システムを導入している回転寿司屋を訪れた。
(写真提供:内閣広報室)

（内閣官房ＩＴ推進室作成）

■ 地上デジタル放送が開始
平成15年12月から三大広域圏において地上デジタル放送が開始。1,200万以上の世帯で視聴可能に。

IT化で生活がますます便利に、快適に
─暮らしを変える「e-Japan 戦略Ⅱ」に取り組んでいます─

IT 化

■「e-Japan戦略」に基づき、IT基盤の整備が進捗

平成17年までに世界最先端の IT 国家を目指す「e-Japan 戦略」がスタートし、すでに3
年あまりが経過。この間、ブロードバンドの普及が一気に進むなどプロジェクトは着実に成
果をあげてきました

【「e-Japan戦略」で実現したこと】
● インターネット利用環境を整備
 ・高速アクセス網(DSL)への加入可能数 ： 3,800万回線 (平成15年12月)

 ・超高速アクセス網(FTTH)への加入可能数 ： 1,806万世帯 (平成16年1月)

● ほぼ全ての公立学校にインターネット接続を完了
 ・公立学校インターネット接続率：57.4%(平成12年3月末)→99.5%(平成15年3月末)

● 各種の法律や制度等の整備、など

IT 基盤の整備から、IT利活用戦略へ

■「e-Japan戦略Ⅱ」に基づき、IT実感社会の実現を目指します

医療や行政サービス等への IT の利活用により IT の利便性を実感できる社会━ IT実感社会━
の実現に向け、「e-Japan戦略Ⅱ」に取り組みます

【「e-Japan戦略Ⅱ」において先駆けとなる7分野の取組】

● 医療 患者を中心に各医療機関が連携する、安心・安全な医療体制をつくります

● 食 産地と食卓を情報で結び、安心とおいしさに確かな信頼の絆を取り戻します

● 生活 IT の活用により、見守られ、温もりのある、便利なくらしを実現します

● 中小企業金融 事務手続きのオンライン化などにより、資金調達環境を改善します

● 知 IT を活用した遠隔教育の推進、コンテンツ産業の国際競争力向上を図ります

● 就労・労働 IT による在宅就労、求人・求職情報の効率的な活用などを支援します

● 行政サービス 24時間・365日の行政サービスの実現など、電子政府をより充実させます



生活と雇用

■ 若年者の就職支援の施策

■ 65歳までの雇用の確保、高年齢者等の再就職援助の強化を図っています

・若年者のためのワンストップサービス
センター
地域において、民間を活用しつつ、若者
に雇用関連サービス（※）を１か所でま
とめて提供する「若年者のためのワンス
トップサービスセンター（通称：ジョブ
カフェ）」の設置を推進

※サービス内容（例）
○ 若年者への企業説明会
○ 適職診断
○ カウンセリング
○ 研修　　　等

・「働きながら学ぶ、学びながら働く」　
新しい人材育成制度「日本版デュアルシ
ステム」を導入

・ハローワークから紹介された若年者
（30歳未満）を一定期間（原則3ヶ月）
試行的に雇い、その後の常用雇用への
移行を図る「若年者トライアル雇用事
業」を積極的に実施（平成13年12月
導入）
平成16年2月までに69,839人を
試行雇用、終了者52,332人のうち
41,552人（79.4％）が常用雇用に移
行

■ 学生と社会の相互交流が進展しています。

・就学中から職業人となる意識を養
い、経験をする試みが広まっていま
す。インターンシップ（就業体験）が
普及。平成14年度の実施状況は、大
学　46.3 ％、 短 大23.9 ％、 高 専
90.5％、高校47.1％など

育てる「よろこび」、働く「よろこび」を実感できる社会へ
─次世代育成支援対策、きめ細かい雇用対策が進んでいます─

子育て・仕事支援

国、地方公共団体、企業等が一体となって、次代の社会を担う子どもたちが健やか
に生まれ、育成される環境の整備を進めます

■ 待機児童ゼロ作戦を進めています。

・規制緩和により保育所の認可件数が増
加（平成13年4月から15年4月の間
に572件）。公設民営方式の保育所も
増加（ 平成13～15年度で236件、
累計537件［平成15年9月］）

・特定保育事業（週に2、3日又は午前か
午後のみ柔軟に利用できるサービス）
の対象児童を3歳未満から就学前まで
に拡充

保育所待機児童ゼロに向けて、平成14年度から、毎年5万人、3カ年で計15万人の受
け入れ児童数を増加させる取組が進行中

次世代育成支援に関する当面の取組方針（平成15年3月） 

地域における 
子育て支援 

社会保障における 
次世代支援 

男性を含めた 
働き方の見直し 

子供の社会性の 
向上や自立の促進 

仕事と子育ての 
両立支援 

〈待機児童ゼロ作戦〉

・若者自立・挑戦プラン
若者の働く意欲を喚起しつつ、全てのやる気のある若者の職業的自立を促進し、平成18年度までに

若年失業者等の増加傾向を転換させることを目標とする、「若者自立・挑戦プラン」を推進しています

・530万人雇用創出プログラム
サービス分野を中心に、新たな雇用創出を図るため、規制改革、民間活力の活用、人材育成、サービ

スの質の向上等の施策を「530万人雇用創出プログラム」としてとりまとめ、推進しています

■ 「若者自立・挑戦プラン」や「530万人雇用創出プログラム」を策定するなど、雇用問題について、
きめ細かい取組を行っています



生活と雇用

■ 関係府省間の役割分担と連携による食の安全の確保

リスクコミュニケーション
関係者相互間の幅広い情報や意見の交換

■ 消費者の安心・信頼の確保

食品の表示に関する共同会議の開催
食品の表示基準全般（例えば表示項目や表示方法）を厚生労働省・農林水産省共同で検討

トレーサビリティシステムの確立
食品がいつ、どこで、どのように生産・流通されたかなどについていつでも把握できる仕組みを導入

食育の推進
国民一人一人が自らの食について考え、判断する能力を養成する食育を国民運動として展開

農林水産省

確保、家畜防疫体制の強化

厚生労働省
食品衛生に関するリスク管理

食品等事業者に対する監視指導
検疫所での輸入食品の監視指導

食品安全委員会
リスク評価（食品健康影響評価）
リスクコミュニケーションの実施

緊急事態への対応
食の安全ダイヤル

、

消費者・事業者など

さらなる食品の安全性の確保に向けて
─食の安全・安心の確保に向けて取り組んでいます─

食の安全

■ 国民の健康の保護を最優先とする食品安全行政を展開

食品安全基本法が制定され、リスク管理を担当する関係省庁から独立して科学的かつ
中立公正なリスク評価を行う機関として、平成15年7月に内閣府に食品安全委員会を
設置する等、食品安全行政に関する体制を整備

厚生労働省

「医薬局」が「医薬食品局」に、「食品保健部」が
「食品安全部」に再編されるとともに、
「輸入食品安全対策室」を設置

農林水産省

食品分野におけるリスク管理部門と産業
振興部門とを分離し、消費者行政と一体
的にリスク管理を担う「消費・安全局」を
設置

食の安全に深い見識を有する7名の委員で構成され、その下に各分野の専門家等で構成
される16の専門調査会を設置

食品安全委員会



生活と雇用

■ 燃料電池の開発・普及の促進

発電効率が高く、環境にやさしいなど優れた特質をもつ燃料電池の普及に
向け、平成16年度までに技術の進歩を踏まえて、安全性の確保を前提と
した関連規制の再点検を実施

燃料電池車に試乗する小泉総理大臣

バイオマス・ニッポン総合戦略（平成14年12月閣議決定）
2010年を目標に78項目の具体的な行動計画を策定

食品廃棄物の回収の仕組みづくりなどの支援

家畜排せつ物をたい肥や電力に変える施設の整備

中央省庁の食堂で、バイオマス由来プラスチック
製品の試験的な利用を平成15年11月に開始

「愛・地球博」において、バイオマス由来プラスチック
製品の積極的な導入を図るとともに、生ゴミ等を分別
回収し、メタン発酵による発電等に使用

「愛・地球博」公式キャラクター
モリゾー・キッコロ

■ 持続的に発展可能な社会「バイオマス・ニッポン」の実現

バイオマスの利活用を国家プロジェクトとして位置付け

バイオマス由来プラスチック製品
（ 農林水産省食堂 ）

環境にやさしい社会の実現を目指して
─低公害車、太陽光発電、リサイクルなど環境への取組が進んでいます─

環境

■ 世界に先駆けた環境対応が進んでいます

平成14年12月、世界で初めて
燃料電池自動車を政府が導入
平成15年7月、12月には追加導入

家電リサイクルプラントに搬入された
家電4品目の台数増加
837万台（平成13年度)
  　　→1,051万台（ 平成15年度）

世界で一番厳しいディーゼル車規制の
実施（ 平成17年導入）

風力発電導入量は、4年間で
10倍以上増加
3.5万kW（ 平成10年度）
　→46.3万kW（平成14年度）

低公害車の急速な普及
63万台（平成12年度末）
　→575万台（ 平成15年9月末時点）
新車登録の64.0％（平成15年度上半期）

産業廃棄物の最終処分量が減少
平成13年度は対前年比▲７％

世界一を誇るまでに成長した
国内太陽光発電導入量と
（ 平成14年度63.7万kW）
太陽電池生産量
（ 平成14年度25.45万kW）

長崎県岐宿町



公的部門改革等

■ PFI 事業により低廉かつ良質な公正サービスを提供します。

公共施設等の設計・建設、維持管理、運営などを民間

にゆだね、国や地方公共団体等のコストの削減やより

質の高い公共サービスの提供を実現します。また、公

共施設等と民間施設との合築なども可能になりまし

た。

● 平成13年12月にPFI法が改正され、民間事業者

に対する行政財産の貸付が可能になり（これまで

は、原則1年の使用許可)、公共施設等と民間施設

との合築（一棟の建物の区分所有）が可能に。

● 基本方針策定（平成12年3月）以降に実施方針が

策定・公表されたPFI事業は、132件。

（国27件、公共団体103件、その他（公共法人及

び国と公共団体との共管）2件16年2月末日現在） 

● 中央合同庁舎第7号館(千代田区;民間収益施設を

国の合同庁舎と合築)、九段第3合同庁舎（千代田

区;千代田区役所本庁舎と国の合同庁舎と合築）、

国立大学等(11大学等14事業)、刑務所（美祢市；

社会復帰促進センターの整備・運営）、公務員宿舎

（札幌市、東京都北区、世田谷区、目黒区、立川市、

名古屋市、枚方市）、保育所(市川市)、病院(高知

市、近江八幡市、八尾市)、コンテナターミナル(北

九州市)、廃棄物処理施設(留辺蘂町、大館市、寄

居町、長泉町、浜松市、名古屋市、田原町、倉敷市)

等、実績があがってきている。

会計監査院 

霞ヶ関ビル 文部科学省 

旧国立教育会館 

霞山ビル 東京クラブ 

官民棟 

民間権利者敷地 

民間権利者等 

会計検査院 

文部科学省 

金融庁 
霞ヶ関ビル 

中央広場の整備 〈整備イメージ〉 

中央官庁ではじめての 
PFI事業 

官庁棟 

大幅な容積率緩和に 
よる土地の高度利用 

一体的な都市計画の区域 

官民が融合した建築物の整備区域 

中央合同庁舎第7号館等の立替イメージ

( 出典：都市再生本部資料）

PFI 手法による刑務所の整備・運営

（出典：法務省矯正局資料）

社会復帰促進センター整備・運営事業
公権力行使部門で初めてのPFI 事業

民間ノウハウを活用した海外における効率
的な施設の事例

官民協働の運営

誘致自治体の中から選定

山口県美祢市

平成19年4月の収容開始予定

過剰収容の緩和

男女初犯受刑者1,000名の収容

人材の再生（“再犯率0”を目指して）

処遇・警備も含め大幅な民間委託

⇒官製市場への民間参入

地域での雇用、収容物資等の購入

⇒地域への経済効果

電子タグ等のＩＴ技術
の積極活用

 〈カナダ〉
Central North 刑務所

 〈オーストラリア〉
Junee 刑務所

国民に理解され、
支えられる刑務所

運営コスト
の削減

“治安インフラ”
整備に

民間の資金、
ノウハウの活用

地域再生への貢献

公益・収益施設の併設

民間国

行政のスリム化・財政の効率化が大きく進展
─「聖域なき改革」は着々と効果をあげています─

行財政改革

■ 郵政公社が発足し、郵政民営化案の検討を行うなど、郵政改革を進めています。また、特殊法
人改革も着実に進展しています。

● 日本郵政公社の発足と郵政民営化の検討

平成15年4月から日本郵政公社がスタートし、民間

的な経営を取り入れ、質の高いサービスが提供される

とともに、民間の郵便事業参入も開始されています（平

成16年3月末現在41社が参入）。

さらに、郵政民営化については、経済財政諮問会議で

検討しており、本年秋ごろまでに国民にとってより良

いサービスが可能となる民営化案をまとめ、平成17

年に改革法案を提出し、平成19年に民営化を実現し

ます。

・コンビニエンスストアと郵政公社の提携

平成15年1月1日から、コンビニエンスストア内に

設置したポストから郵便物の取集を開始（平成16年

3月末現在で全国約12,000店）

・日本郵政公社発足後の主な取組

お客さま相談センターの新設、郵便局の配達時間の延

長・翌日配達エリアの拡大、定型小包郵便物の実施、

定形外郵便物・冊子小包郵便物の料金見直し、ATM

取扱時間の延長、ATM提携先の拡大等

● 特殊法人等整理合理化計画の具体化

公的部門縮小の観点から特殊法人等整理合理化計画の

具体化が進捗し、平成15年度末までに、対象163

法人のうち128法人について廃止、独立行政法人化

ないし民営化等に向け法改正等の所要の措置が講じら

れました。

128法人

廃止 ： 15法人 

民営化等 ： 32法人 

独法化 ： 36法人

         等

石油公団については平成17年3月末を目途に

廃止。

道路関係四公団については、ファミリー企業を

抜本的に見直しているとともに、民営化後45

年以内に債務を完済することを明確にし、日本

道路公団を分割した上で平成17年度中に民営

化する法案を今国

会に提出。（高速国

道の料金は、民営

化までに平均１割

を超える料金の引

き下げ。多様なサービスを提供。）

住宅金融公庫については、直接融資戸数を縮減

するとともに、民間金融機関の住宅ローン供給

を促進するために証券化支援業務を拡充。

特殊法人等向け財政支出について、特殊法人等

から移行する独立行政法人等向け財政支出を含

め、これまでに概ね1.4兆円程度削減。



公的部門改革等

■ 規制改革でこのようなことができるようになります

● 医薬品の一部をコンビ二で買
えるようになります

・安全上特に問題がないとされる消化薬や
整腸薬など、約350品目の医薬品が、
薬効成分そのままで医薬部外品へ移行
薬局・薬店以外でも購入可能になります

● 幼児の通える教育・保育施設
の選択肢が増えます

・平成17年度に試行的に、平成18年度
には本格的に、幼児教育・保育を一体と
して行う「総合施設」が導入される予定

・施設選びの選択肢が広がることで、保護
者の多様なニーズに応えます

● 派遣労働者が多様な働き方を
選択できるようになりました

・平成16年3月から「物の製造」の業務へ
の派遣が可能となり、派遣労働者として
の雇用機会が増大

・1年の派遣期間の制限を3年まで延長
・派遣により働いてから就職を決められる
「紹介予定派遣」のルールが整備され、ミ
スマッチが解消されます

● 保護者の意見が運営に反映さ
れる学校ができます

・平成17年度には、保護者や地域住民の
要望を公立学校の運営に反映することの
できる、「地域運営学校」ができる

・その地域ならではの創意や工夫を活かし
た学校づくりが進みます

規制改革で豊かな社会を
─1,000項目を超える規制改革が実現しました─

規制改革

■ これまで規制改革を進めてきました

規制改革の着実な進展

90年代以降の規制改革による

利用者メリット額は約14兆円
１人当たり約 11万円に

（内閣府試算、平成14年度）

さらなる取組も積極的に

医療、教育をはじめ、
生活密着分野で新サービスの兆し

こんな身近なところにも成果が……

国内航空
航空運賃や参入規制を緩和することで弾力
的な割引運賃が設定され、平均運賃は約2
割下がりました

株式売買委託手数料
株式売買委託手数料の自由化により、手数
料率は6割程度下がりました
（対平成4年度比：
利用者メリット　約3,850億円）

（内閣府試算、平成14年度）

規制改革推進3か年計画（再改定）等──民間主導による改革

この3年間で1,000項目を超える規制改革が実現

○ 民間委員から構成される総合規制改革会議において規制改革を推進

○ 生活関連サービス分野（医療・福祉・労働・教育等）を中心に規制改革

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）

今後の重要課題である「民間開放」を中心に様々な規制改革に取り組む

○ 規制改革・民間開放推進会議を設置し、引き続き民間主導で規制改革を推進

○ 政府にも閣僚から構成される規制改革・民間開放推進本部（仮称）を設け規制改革を推進

■ スピーディーな規制改革の実現

新たな事業として、「規制改革集中受付月間」を実施（平成15年6月と11月の2回）し、国民や経済界から

の要望を受け付け。

平成16年度以降も引き続き、「規制改革集中受付月間」を実施予定。



公的部門改革等

労働関係事件への総合的な対応強化

裁判所における個別労働関係紛争の簡易迅速な解決制度として「労働審判制度」を導入し
ます。

国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、出訴期間の延長や訴訟類型
の新設等の改正を行います。

行政訴訟制度の見直し

特許などの知的財産に関する事件についての審理を、より充実・迅速化させるため、「知
的財産高等裁判所」の設置をはじめとする方策を講じます

知的財産に関する事件への総合的な対応強化

国民が、一定の重大な
罪の刑事裁判において、
裁判員として、裁判官
とともに、有罪・無罪や
刑の決定に関与する制
度を導入します。

■ 今後の主な取組
司法制度改革推進本部では、次のような事項について、今国会に法律案を提出しています。

総合法律支援（司法ネット）の整備

国民が全国どこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよ
うにするため、総合的な法律支援体制を整備します。

※一定の事件については、裁判官1人、
裁判員4人

裁判員制度

協働 参
加

国民

裁判員制度の導入

国
民
等

法律サービスの提供

相談（アクセス）

既存の窓口等
・弁護士会
・地方公共団体
・紛争解決機関   等

日本司法
支援センター
司法ネットの中核

国民に身近な司法の実現を目指す

総合法律支援（司法ネット）

●●●

裁判官

3人

●●●

●●●

裁判員

6人

「一般の国民」から無作為
にリストアップされた人
の中から選任

より身近で、速くて、頼りがいのある司法へ
─司法制度改革を推進しています─

司法制度改革

■ 司法制度改革の基本理念
国民により身近で、速くて、頼りがいのある司法制度を実現するため、司法制度改革推進本部を中心とした改革

が進行しています。

司法試験合格者数 

（人） 

平成２２年頃 …… 

…… 

平成１６年度 平成１４年度 平成１２年度 

程度 

程度 

■ これまでに実現された主な改革

裁判の迅速化

第一審の裁判を 2年以内に終わらせることを目標とすることなどを内容とする「裁判の
迅速化に関する法律」を定めました。

新しい法曹養成制度の導入

「点（試験）による選抜」から「プロセスによる養成」へ、法科大学院・司法試験・司法修習
が連携した新しい法曹養成制度を導入しました。

法曹人口の増大

司法試験合格者数を増加し、法曹
人口の増大に努めています。

司法試験合格者数

司
法
試
験

点（試験）による選抜

現行制度 新しい制度

プロセスによる養成

法科大学院

予備試験

弁護士

検察官

裁判官

司
法
修
習

司
法
試
験

弁護士

検察官

裁判官

司
法
修
習

将来の法曹としての実務に必要
な法律に関する理論・実践能力
の教育（平成16年4月開設）

法科大学院における教育内容を
踏まえ、実務修習を中心とする

法科大学院における教育内容を
踏まえた試験

ネットワーク化
（連携・協力）



公的部門改革等

■ 近年の税制改正のポイント － 経済活性化と構造改革に向けて

《主な改正内容》

● 土地取引の活性化 

・土地譲渡益に対する税率の引下げ、損益通算の廃止等〔16年度〕

・登録免許税、不動産取得税等の軽減〔15年度〕

● 住宅取得・住替えの支援　

・住宅ローン減税の延長・重点化〔16年度〕 

・相続時精算課税制度における住宅取得資金の特例の創設〔15年度〕

● 「貯蓄から投資へ」の後押し

・上場株式等の配当等について、20％（当初5年間は10％の優遇

税率）の源泉徴収のみで納税が完了する仕組（申告不要制度）の導入

〔15年度〕   　

・ 老人マル優の見直し〔14年度〕

● 企業の組織再編成の支援 

・連結納税制度の導入〔14年度〕

● 研究開発・設備投資減税の集中・重点化 〔15年度〕

・試験研究費の総額に対する特別税額控除制度の創設

・IT投資促進税制の創設 

● 国際的な投資交流の促進〔16年度〕

・日米租税条約の全面改正と､これを契機とした関連国内法令の整備

● 不良債権処理等への対応〔16年度〕

・欠損金の繰越期間を5年から7年に延長

● 中小企業の経営基盤・競争力の強化、事業承継の円滑化

・中小企業関連税制の充実《研究開発税制の上乗せ、同族会社の留保金課税の一部停止（時

限措置）、少額減価償却資産の即時償却制度の特例 （時限措置）、エンジェル税制の拡充》 

〔15年度〕

・相続税の最高税率の引下げ、税率累進度の緩和〔15年度〕

・相続税・贈与税の一体化措置の創設〔15年度〕

● 諸控除の見直し 

・配偶者特別控除（上乗せ部分）の廃止〔15年度〕

・年金課税の適正化〔16年度〕

● 確定拠出年金制度の拠出限度額の引上げ〔16年度〕

● 認定NPO法人制度の認定要件の緩和等〔14～15年度〕

● 消費税制度に対する国民の信頼性、透明性の向上〔15年度〕
・中小事業者への特例措置の見直し、申告納付回数の見直し、総額表示の義務付け

● 税源移譲
・所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するまでの間の暫定措置として、所
得税収の一部を地方に譲与する所得譲与税を創設し、税源移譲〔16年度〕

● 法人事業税への外形標準課税の導入〔15年度〕

資産活用の促進に
よる資産デフレへ
の対応
・土地取引の活性
化、住宅取得支
援

・「貯蓄から投資へ」

企業の競争力強化
と産業の構造改革
の促進
・事業の再構築、戦
略分野の成長支援

・ベンチャー企業、 
中小企業支援

・国際的な投資交流
の促進

経済社会の変化（少
子高齢社会等）への
対応

税制への信
頼性、透明
性の向上

地方分権の
推進

持続的な経済社会の活性化のための税制改革が大きく進展
─税制改革は、経済活性化に向け、着実に効果を現しつつあります─

税制改革

■ 税制改革の進展

持続的な経済社会の活性化を目指し、将来にわたる国民の安心を確保する税制への改革
を進めています

14年度税制改正
効率的な企業経営を促進するための制度整備の一環として、
連結納税制度を導入

15年度税制改正
研究開発・設備投資減税、金融・証券税制の軽減・簡素化等
広範な税目にわたり改革を実現。これにより、平成15年
度に約1.8兆円、16年度に約1.5兆円の先行減税が継続

16年度税制改正
経済活性化と構造改革に資する観点から、15年度税制改正
に引き続き切れ目のない施策を実施

■ こんな成果が出ています。

企業の研究開発が促進

● 主要425社の研究開発費が過去最高
    ⇒平成15年度計画：4.6兆円
● 主要264社中の約7割の企業（187社）
が研究開発費の増額を計画

個人投資家の市場参加が拡大

● 特定口座が順調に増加
　〔証券会社16社の特定口座〕
　10１万口座（平成15年1月末）
　　⇒ 315万口座（平成15年12月末）

15年1月末 15年12月末 

（万口座） 



小泉構造改革のこれまでのあゆみ

11月 

12月 

平成15年 
１月 

8月 

12月 

6月 

７月 

平成16年 
１月 

平成14年 
6月 

11月 

平成13年 
6月 

骨太の方針 
（日本経済の再生シナリオ） 

改革と展望 
（経済財政の中期ビジョン） 

（構造改革の起点） 

基本方針2002
（改革の推進と我が国経済社会の活性化） 

（3つの目標と7つの具体的取組） 

(骨太の方針第2弾） 

改革工程表 

平成１４年度予算 
編成の基本方針 

平成１５年度予算 
編成の基本方針 

１５年度予算の全体像 

制度･政策改革集中審議 

基本方針2003

(骨太の方針第3弾） 

改革と展望ー2002年度改定ー 

平成１６年度予算 
編成の基本方針 

改革工程表 

１６年度予算の全体像 

制度･政策改革集中審議 

改革と展望ー2003年度改定ー 

■「三位一体の改革」を推進（平成18年度までに以下の改革を推進）

地方が決定すべきことは地方が自ら決定し、地方のニーズに応える行政システムの確立を目
指します。

国庫補助負担金の
改革

● 概ね4兆円程度をめどに廃止・縮減等の改革
● 事務事業・国庫補助負担金の在り方の抜本的な見直し

地方交付税の改革

● 財源保障機能全般の見直し、縮小
● 地方歳出を見直し、交付税総額を抑制
● 不交付団体の人口割合を大幅に高める
● 財政力格差を調整する必要性の高まりに適切に対応

税源移譲を含む税
源配分の見直し

● 補助金改革に対応して税源移譲
● 税源移譲は基幹税の充実を基本に行う
● 移譲に当たっては、個別事業の見直し・精査を行い、補助金の
性格等を勘案しつつ8割程度を目安として移譲し、 義務的な事
業については徹底的な効率化を図った上でその所要の全額を
移譲

● 課税自主権を拡大
● 三位一体の取組により、地方における歳出規模と地方税収入の
乖離を縮小する観点に立って、地方への税源配分を高める

◆ 国庫補助負担金について１兆円の廃止・縮減等の改革
◆ 平成18年度までに本格的な税源移譲を実施 （暫定措置として所得譲与税の創設等）
◆ 地方交付税の改革 （交付税総額の抑制等）

■ 市町村合併を推進
合併特例法の期限である平成17年3月に向けて

市町村合併を引き続き推進 平成15年 4月、南アルプ
ス市が誕生（旧八田村、白根
町、芦安村、若草町、櫛形町、
甲西町の4町2村が合併）

公的部門改革等

地方にできることは地方に
─平成16年度予算で「三位一体の改革」の具体化が進みました─

国と地方

平成16年度には以下の改革が進んでいます


