資料２−７−１
【記者会見等回数等】
１．大臣会見回数

９８回

（注）平成 14 年９月 30 日以降、金融担当大臣は経済財政政策担当大臣を兼務しているが、上記記者会
見回数には、経済財政諮問会議後記者会見及び月例経済報告等関係閣僚会議後記者会見など経済財
政政策担当大臣としての記者会見は含まない。

（重要な報道発表等に係る大臣記者会見）
平成 15 年９月 22 日 (月) 初閣議後記者会見（内閣改造後）
平成 15 年 10 月 10 日 (金) りそなホールディングス中間決算業績予想修正
平成 15 年 11 月 19 日 (水) 初閣議後記者会見（第二次小泉改造内閣）
平成 15 年 11 月 29 日 (土) 金融危機対応会議後記者会見（足利銀行一時国有化決
定）
平成 15 年 12 月 16 日 (火) 足利銀行の新頭取について
平成 15 年 12 月 20 日 (土) 平成 16 年度予算財務省原案、平成 15 年度補正予算
について
平成 15 年 12 月 24 日 (水) 平成 16 年度予算の政府案決定について
平成 15 年 12 月 25 日 (木) 足利銀行の新経営陣について（経済財政諮問会議後会
見）

２．副大臣会見回数

５回

３．長官会見

４１回

４．記者ブリーフ回数

４８回

５．論説委員等との意見交換会回数

１回

６．市場関係者等との意見交換会回数

１回

７．海外プレスに関するブリーフ回数

８回
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資料２－７－２

平成１５事務年度政府広報実績
新聞

記事下
突出し
記事下
突出し
記事下
突出し
突出し
突出し
記事下
突出し
記事下

媒
体（広報実施時期）
サンケイリビング（7/3、8）
一般紙75紙（７月中・下旬）
一般紙３紙（8/9）
一般紙75紙（８月中旬）
一般紙75紙（9/20）
一般紙７紙（９月上旬）
一般紙７紙（11月下旬）
一般紙７紙（１月下旬～２月初）
一般紙73紙（２月末～３月初）
一般紙７紙（３月下旬～４月上旬）
一般紙75紙（６月中旬）

テ ー マ
証券税制が大きく変わりました。（証券税制）
証券税制改正
基本方針２００３、新証券税制
違法金融業者対策
ヤミ金融対策法
ヤミ金融対策法
架空請求にご注意
証券取引法違反に関する情報提供依頼
金融検査マニュアル別冊
金融検査マニュアル別冊
証券市場改革

雑誌

週刊誌
週刊誌
月刊誌
週刊誌
週刊誌

１誌（7/18）
５誌「やくみつるのニッポン元気論」（７月中旬）
３誌（７月中旬）
５誌（10月中旬）
１誌（6/11）

リレーションシップバンキング
証券税制改正
証券税制改正
違法な金融業者にご注意
リレーションシップバンキング

テレビ

日本テレビ「新ニッポン探検隊！」（7/6）
フジテレビ「そこが聞きたい！構造改革」（7/6）
フジテレビ「そこが聞きたい！構造改革」（7/13）
フジテレビ「そこが聞きたい！構造改革」（7/20）
フジテレビ「そこが聞きたい！構造改革」（7/27）
日本テレビ「ご存知ですか」（8/29）
CS朝日ニュースター「政策対談 明日への架け橋」（9/13）
CS朝日ニュースター「政策対談 明日への架け橋」（12/20）
フジテレビ「キク！みる！」（1/16）

身近な投資 株の魅力再発見（証券税制改正）
証券税制
証券税制
リレーションシップバンキング
リレーションシップバンキング
ヤミ金融対策法
違法金融業者対策
中小企業支援策（中小企業金融円滑化）
架空請求・違法金融業者
CS朝日ニュースター「政策対談 明日への架け橋」）（お知らせ）（1/17） 証券取引法違反に関する情報提供依頼
日本テレビ「ご存知ですか」（2/23）
架空請求・違法金融業者
日本テレビ「ご存知ですか」（3/26）
金融検査マニュアル別冊
日本テレビ「新ニッポン探検隊！」（4/18）
リレーションシップバンキング
フジテレビ「キク！みる！」（4/16）
リレーションシップバンキング
日本テレビ「新ニッポン探検隊！」（5/16）
証券市場改革
CS朝日ニュースター「政策対談 明日への架け橋」）（5/1）
中小企業金融円滑化
日経CNBC「ニッポンNavi」）（6/5）
リレーションシップバンキング

テレビスポット 集中スポット
定時スポット
定時スポット
ラジオ

（7/26～8/1）
（8/1～8/31）
（10/1～10/31）
東京放送「グッドモーニング ジャパン」（7/6）
東京放送「グッドモーニング ジャパン（お知らせ）」（7/6）
TOKYO－FM「中山秀征の愛してJAPAN！！」（8/16）
東京放送「グッドモーニング ジャパン」（9/7）
TOKYO－FM「中山秀征の愛してJAPAN！！」（12/27）
TOKYO－FM「中山秀征の愛してJAPAN！！」（12/27）
東京放送「グッドモーニング ジャパン」（6/6）
東京放送「グッドモーニング ジャパン」（お知らせ）（6/13）

新証券税制
違法な金融業者にご注意
違法な金融業者にご注意
証券税制改正
貸金業者の登録情報の検索
違法な金融業者にご注意
違法金融業者対策
架空請求にご注意
ヤミ金融対策法
金融検査マニュアル別冊
貸金業者情報検索サービス

出版物

時の動き：７月号
時の動き：７月号
にっぽんNOW（7/1）
にっぽんNOW（7/21）
Cabiネット（7/1）
Cabiネット（8/15）
時の動き：10月号
Cabiネット（11/1）
Cabiネット（11/1）
にっぽんNOW（12/22）
Cabiネット（12/1）

新証券税制
違法な金融業者にご注意
新証券税制
本人確認・記録保存の必要性等理解促進
「貯蓄から投資へ」証券市場の構造改革
ヤミ金融対策法
ヤミ金融対策法
「貯蓄から投資へ」証券市場の構造改革
ヤミ金融対策法
架空請求、悪質金融
「貯蓄から投資へ」証券市場の構造改革

-253-

その他

電光板ニュース
モバイル携帯端末
モバイル携帯端末
オンライン広報通信
電光板ニュース
モバイル携帯端末
オンライン広報通信
モバイル携帯端末
オンライン広報通信
オンライン広報通信
モバイル携帯端末

Cabiネット（12/1）
時の動き：１月号
時の動き：４月号
Cabiネット（5/1）
にっぽんNOW（5/17）
Cabiネット（6/15）

ヤミ金融対策法
中小企業金融の円滑化に向けた取り組み
ヤミ金融対策法
金融検査マニュアル別冊
証券市場改革
証券減税を始めとした証券投資の促進

（7/13～19）
（7/6～12）
（7/13～19）
８月号
（9/7～13）
（9/7～13）
10月号
（2/1～7）
２月号
６月号
（6/13～20）

０９０金融にご注意
新証券税制
０９０金融にご注意
証券市場の構造改革
違法金融業者対策
違法金融業者対策
ヤミ金融対策法
預金口座の不正利用にご注意
新しい預金保険制度
金融取引にかかるトラブル防止
貸金業者情報検索サービス
ヤミ金融対策法

音声広報CD・点字版広報通信
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資料２−７−４
【アクセスＦＳＡ発行状況】
号

発行年月日

第８号

2003.7.23

内

容

【トピックス】★破綻金融機関処理のために講じた措置の内容等に関する報告について
★機関投資家の受託者責任、適正な広告表示等に係る保険会社関係事務ガイドラインの
改正について

★「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」関係の事務ガイドラインの改正について

★公的資金による資本増強行（地

域銀行等）に対するガバナンスの強化について

【証券投資特集】☆土田正顕 株式会社東京証券取引所代表取締役社長インタビュー
（証券投資トピックス）☆「個人投資家の幅広い市場参加に向けて〜検討事項の進捗状況（中
間とりまとめ）〜」の公表について ☆証券投資が、より身近に、より有利になりました！ ☆
証券減税ＰＲ強化特別月間における各種広報展開

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★インフレとデフレ
【お知らせ】
【６月の主な報道発表等】
第９号

2003.8.21

【トピックス】★金融審議会金融分科会第二部会（第 14 回）報告について
法の一部を改正する法律（契約条件の変更手続の整備）」について
社に係る検査マニュアル」の発出について

★ヤミ金融対策法の概要について

ティング イン 広島」の開催について

★「金融持株会

★銀行等の株式等の保有の制限等に関

する法律の一部を改正する法律の概要について
について

★「保険業

★15 年３月期の不良債権の状況等
★「あすへの投資を考えるタウンミー

★財務局長会議の開催について

★竹中大

臣の訪米について

【中小企業金融特集】☆ 「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」について

☆金融便利帳 リレーションシップバンキング

☆貸し渋

り・貸し剥がしホットラインについて
☆ 「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」についての各
種広報展開

【法令解説】★保険業法の一部を改正する法律（平成15年法律第39号、法律第129号）
【金融ここが聞きたい！】
【お知らせ】
【７月の主な報道発表等】
第 10 号

2003.9.25

【トピックス】★「平成14年度実績評価書」、「平成15年度事業評価書」及びそれらの要旨
の公表について

★平成 16 年度機構・定員及び予算要求の概要について

16 年度税制改正要望」の公表について

★「平成

★「平成 15 年検査事務年度検査基本方針及

び基本計画」の公表について

★経営健全化計画の履行状況報告について

健全化計画の見直しについて

★事務ガイドライン（「金融監督にあたっての留意事項

について（第２分冊：保険会社関係）」）の一部改正について

★経営

★竹中大臣の中国（香港・

深圳(シンセン)）訪問について

【ピックアップ：中小企業金融】☆「中小企業金融に関するタウンミーティング イン 京
都」の開催について
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【法令解説】★証券取引法等の一部改正の概要について
【研究室から】★電子金融事情見聞録 アジア編 −１研究官の目で見た世界の電子金
融事情 第２弾−

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★金融検査
【お知らせ】
【８月の主な報道発表等】
第 11 号

2003.10.23

【トピックス】★「主要行における自己査定と検査結果との格差」について

★事務ガ

イドライン（「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業等の監
督等にあたっての留意事項について」）の一部改正について

★ヤミ金融業者等による

不正な預金口座等の利用をなくすための金融庁の対応について
用格付機関と証券アナリストに関する原則の公表について

★ＩＯＳＣＯによる信

★竹中大臣の東アジア経

済サミット等出席について

【金融ここが聞きたい！ 〜特別編〜】 竹中金融担当大臣インタビュー
【公認会計士法改正特集】★特別座談会 公認会計士法改正をめぐって ★法令解説
公認会計士法の一部を改正する法律

【ピックアップ：中小企業金融】☆「リレーションシップバンキングの機能強化計画のと
りまとめ」について ☆財務局長会議の開催について ☆「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」についての広報活動

【海外最新金融事情】★10 年目を迎えた保険監督者国際機構（ＩＡＩＳ）―シンガポール総
会を終えて―

【金融便利帳】★証券取引等監視委員会
【お知らせ】
【９月の主な報道発表等】
第 12 号

2003.11.21

【トピックス】★「企業結合会計に係る会計基準の設定に関する意見書」の公表について
★学校における金融教育の一層の推進に資する副教材の公表について
り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について
示の拡充について

★「貸し渋

★繰延税金資産の情報開

★金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）特別勧告Ⅶ（電信送金）の実施に関

するお知らせ

【金融フロンティア】 吉野直行金融研究研修センター長インタビュー
【ピックアップ：中小企業金融】☆「中小企業金融特集」のホームページ掲載について
☆「地域経済再生シンポジウム」の開催について（関東財務局） ☆「中小企業金融に関
するシンポジウム イン 大阪」の開催について（近畿財務局） ☆「中小企業金融に関す
るシンポジウム イン 名古屋」の開催について（東海財務局）

【法令解説】ヤミ金融対策法施行に伴う貸金業規制法施行令、施行規則の一部改正に
ついて

【海外最新金融事情】★最終段階に入ったバーゼル委員会のＢＩＳ規制見直し協議
【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★ソルベンシー・マージン比率
【お知らせ】
【10 月の主な報道発表等】
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第 13 号

2003.12.25

【トピックス】★足利銀行に対する預金保険法第 102 条に基づく金融危機に対応するため
の措置（特別危機管理）の必要性の認定及び同行に対する特別危機管理開始決定等につ
いて

★いわゆる「外国為替証拠金取引」に関する金融庁の取組み

計士試験の実施について

★新しい公認会

★特別検査フォローアップの結果について

成15年度中間決算について

★主要行の平

★「りそなホールディングス･りそな銀行の経営健全化計画

の見直し」について

【ピックアップ：中小企業金融】☆「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」の開
催について ☆金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕等の改訂（案）の公表につ
いて

【海外最新金融事情】証券市場の国際化とＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）の活動
【海外通信】ドイツ金融庁（Bafin）の設立について
【金融フロンティア】金融庁スタッフによる大学経済学部での講義の教室から
【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★預金口座
【お知らせ】
【11 月の主な報道発表等】
第 14 号

2004.1.26

【トピックス】★経営健全化計画の履行状況報告について

★保険会社の業務運営の

効率化及びＡＬＭの充実に向けて（事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項につ
いて(第二分冊：保険会社関係)」の一部改正）
試験の実施について」の公表

★「改正公認会計士法における公認会計士

★金融審議会金融分科会第二部会（第 15 回）について

★韓国金融情報分析院との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について

★竹中

大臣の訪欧について

【特集：金融庁の平成16 年度機構・定員及び予算について】
【集中連載】市場機能を中核とする金融システムに向けて（金融審議会金融分科会第一部会
報告）＜第1 回＞

【ピックアップ：中小企業金融】☆経済活性化のための産業金融機能強化策 ☆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進捗状況（平成 15
年度上半期）について ☆【集中連載】金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改
訂について＜第1 回＞

【海外最新金融事情】「ジョイント・フォーラム」の活動状況
【金融フロンティア】倒産関連法制の経済学―法と経済学の視点から、倒産関連法制
の経済機能を考える―

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★証券取引法上の犯則行為
【お知らせ】
【12 月の主な報道発表等】
第 15 号

2004.2.23

【トピックス】★15 年９月期の不良債権の状況等について

★いわゆる「外国為替証拠

金取引」に関する金融庁の取組み〜金融商品販売法施行令の改正〜

★英国金融サ

ービス機構（ＦＳＡ）の上場規則見直し提案へのパブリック・コメント・レターの発出につい
て

★証券仲介業者の監督等に関する事務ガイドラインの改正について

ル委員会のＢＩＳ規制見直し協議の動向
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★バーゼ

【特集：「金融経済教育を考えるシンポジウム」の開催】
【金融フロンティア】家計と金融経済教育
【特集：平成 16 年度税制改正(案)における金融・証券税制に係る措置について】
【集中連載】市場機能を中核とする金融システムに向けて（金融審議会金融分科会第一部会
報告）＜第２回＞

【ピックアップ：中小企業金融】☆「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用
状況について ☆財務局長会議の開催について ☆【集中連載】金融検査マニュアル別
冊〔中小企業融資編〕の改訂について＜第２回＞

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★証券取引所
【お知らせ】
【１月の主な報道発表等】
第 16 号

2004.3.24

【トピックス】★足利銀行の「経営に関する計画」の公表並びに「業務監査委員会」及
び「内部調査委員会」の設置の公表について
場「ヘラクレス」への上場承認について
画履行状況の公表について

★大阪証券取引所の自己株式の自市

★関東つくば銀行の認定経営基盤強化計

★企業会計審議会総会の開催等について

【特集：「金融経済教育を考えるシンポジウム」の開催】第２回：パネルディスカッシ
ョン（前編）

【金融フロンティア】諸外国の金融制度の体系的な研究及び比較
【集中連載】市場機能を中核とする金融システムに向けて（金融審議会金融分科会第一部会
報告）＜第３回＞

【ピックアップ：中小企業金融】☆年度末金融の円滑化に関する意見交換会の開催に
ついて ☆金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕等の改訂について ☆【集中
連載】金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について＜第３回＞

【法令解説】「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行に伴う政府令等の整備に
ついて

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★会計基準
【お知らせ】
【２月の主な報道発表等】
第 17 号

2004.4.23

【トピックス】★公認会計士・監査審査会の発足について
銀行」に対する銀行業等の免許について
科会合同会合の開催について
いて

★「株式会社第二日本承継

★金融審議会第 18 回総会・第６回金融分

★銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令につ

★金融審議会金融分科会第二部会報告について

★ラップ口座の促進のた

めの制度整備等に関する事務ガイドラインの一部改正について

★銀行・証券の連

携促進及び銀行等の付随業務の明確化等に関する事務ガイドラインの一部改正につ
いて

★総代会の運営の改善及びプログラムミスの発生防止に関する保険事務ガイ

ドラインの一部改正について

★不動産特定共同事業関係等に関する事務ガイドラ

イン（第三分冊：金融会社関係）の一部改正について

★東京金融先物取引所の組

織変更の認可について

【特集：「金融経済教育を考えるシンポジウム」の開催】第３回：パネルディスカッシ
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ョン（後編） ★「金融経済教育を考えるシンポジウム」アンケート結果のポイント

【金融フロンティア】金融コングロマリットの経済学
【ピックアップ：中小企業金融】☆中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針（案）
について ☆中小・地域金融機関の主な経営指標一覧のホームページ掲載 ☆【集中
連載】金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の改訂について＜第４回＞

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★協同組織金融機関
【お知らせ】
【３月の主な報道発表等】
第 18 号

2004.5.26

【トピックス】★特別検査の結果について
の作成について

★日本の会計基準のＰＲ用パンフレット

★金融審議会金融分科会特別部会での検討状況について

融庁における個人情報の保護に関する取組みについて
化について

★財務局長会議の開催について

★金

★再保険取引に係る監督強

★竹中大臣の訪欧について

★平

成 14 年度政策評価結果の政策への反映状況の公表について

【特別企画】金子晃 公認会計士・監査審査会会長インタビュー
【金融フロンティア】保険学を研究しておもうこと
【ピックアップ：中小企業金融】☆「北陸リレーションシップバンキングシンポジウ
ム」の開催について（北陸財務局） ☆中小・地域金融機関に対する利用者等の評
価に関するアンケート調査結果について ☆貸し渋り・貸し剥がしホットライン」
情報の受付・活用状況について ☆【集中連載】金融検査マニュアル別冊〔中小企業融
資編〕の改訂について＜最終回＞

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★貸出債権の流動化
【お知らせ】
【４月の主な報道発表等】
第 19 号

2004.6.24

【トピックス】★主要行の平成 15 年度決算について
合的な監督指針について

★中小・地域金融機関向けの総

★登録貸金業者情報検索サービスの機能拡充について

★竹中大臣の「アジア戦略円卓会議」
（東アジア経済サミット）への出席等について
（於ソウル）

【海外最新金融事情】証券市場のグローバル化への戦略的国際対応 〜米国、ＥＵ、そ
して日本〜

【法令解説】★「証券取引法等の一部を改正する法律」について

★「株式等の取

引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する
法律（株式等決済合理化法）
」について

【ピックアップ：中小企業金融】☆中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定
について（第１回：
「基本的な考え方」
）

【金融ここが聞きたい！】
【金融便利帳】★今月のキーワード：ＥＤＩＮＥＴ（開示用電子情報処理組織）
【お知らせ】
【５月の主な報道発表等】
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