○坂井委員長 次に、宮本徹君。
○宮本（徹）委員 日本共産党の宮本徹です。
私は、シェアハウス投資事件については通常国
会で取り上げさせていただきました。スルガ銀行
への立入検査や被害者の救済を含む指導を求めて
まいりました。その後、金融庁の立入検査が行わ
れ、一部業務停止を含む行政処分が下されること
になりました。
問題は、なぜもっと早く見抜くことができなか
ったのかというところが一つあると思います。ス
ルガ銀行に対して、経営管理やリスク管理などの
フルスコープ型の検査はこの十年でいうと二〇一
〇年と二〇一二年。その後、金融検査の方針を変
えたので定期的な検査はやっていません。その間
に、スルガ銀行のアパートローン、シェアハウス
投資などが拡大していったということになりまし
た。
ここでお聞きしたいんですけれども、金融庁の
相談室には早い段階から相談が寄せられていたん

じゃないでしょうか。いつからどんな相談があっ
たのか、答えていただけますか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
金融庁の金融サービス利用者相談室に寄せられ
ましたスルガ銀行に関する投資用不動産融資に係
る苦情相談につきましては、平成二十七年一月以
降、把握している分につきまして申し上げますと、
例えば、スルガ銀行と不動産業者が結託して物件
価格を高額に設定し投資用不動産向け融資が行わ
れていたですとか、特定の不動産業者は、融資後、
建物も建てずに経営者が行方不明となってしまっ
た、当行は同社の経営悪化を知っていたのではな
いかといったものがございます。
○宮本（徹）委員 一番早いものの相談はいつあ
りましたか。
○栗田政府参考人 時期については全てを把握し
ているわけではございませんけれども、遅くとも
二十七年からはあったということでございます。
○宮本（徹）委員 二十七年の何月からですか。
○栗田政府参考人 二十七年一月にはあったとい
うことでございます。
○宮本（徹）委員 つまり、捨てちゃったそれま
での相談は、二十七年一月以降しか把握していな
いんですね、文書が残っているものは。そのうち、
一番古いものにもスルガ銀行からの相談はあった
という話なんですね。
その二十七年一月の相談というのは、さっきお
話があった、スルガ銀行と不動産業者が結託して
投資物件の価格を高目に設定して不動産融資をあ
っせんしている、こういう中身の苦情だったんで

すよね。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
今申し上げた例が二十七年一月ということでは
ございませんけれども、類似のものが二十七年一
月以降あったということでございます。
○宮本（徹）委員 類似のものはあったというこ
とですから、ずばり、この問題の核心の相談は、
相当早い段階から金融庁に相談として寄せられて
いたわけですよ。ところが、何の検査にも入らな
かった、金融庁はモニタリングの検査の対象とも
しなかったということであります。
アパートローンは急拡大する中で、こういう相
談が寄せられている中で、なぜ、ああ、これはお
かしいなと思わなかったのかと、私、不思議でな
らないんですよね。逆に、前長官は、スルガ銀行
は突出した利益率を上げているということで、褒
めるということまでやっていたと。全く不可思議
であります。
このスルガ銀行の違法、ずさんな融資、今回の
一連の問題を見抜けなかった責任について、これ
は大臣、どうお考えでしょうか。
○麻生国務大臣 これは、先ほどたびたびほかの
方の御質問に答えたのと同じことでありまして、
こういったようなことがきちんと、いわゆるオン
でもあって、オフでもあっても、いろんな形でや
っていながら見抜けなかったというのは甚だ遺憾
なことだと思っております。
○宮本（徹）委員 極めて重大なミスだったとい
うふうに思います。
そして、金融庁は業務改善命令の中で、元本の
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一部カットを含め、個々の債務者に対して適切な
対応を行うための体制の確立をスルガ銀行に求め
ております。こういうことをスルガ銀行に求める
以上は、個々の債務者に対して適切な対応が行わ
れているか、金融庁として最後まで責任を負うべ
きだというふうに考えますが、この点、大臣、い
かがでしょうか。
○麻生国務大臣 これは個々の話なんであって、
基本的に銀行として誠意を持って対応すべきもの
だと思っております。
○宮本（徹）委員 個々の問題、銀行が誠意を持
って対応すべきなんですけれども、業務改善命令
の中でそのことをやりなさいということを言って
いる以上は、見届ける責任というのが金融庁の側
にもあると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
金融庁といたしましては、当行が業務改善命令
の内容を踏まえ、個々の債務者に対してどのよう
な対応を行っているのかについては、今後ともし
っかりとモニタリングをしていきたいというふう
に考えております。
○宮本（徹）委員 モニタリングをしながら、適
切な、必要な指導もやっていっていただきたいと
いうふうに思います。
今、金融庁の業務改善命令を受けて、スルガ銀
行も、元本の一部カットを含め、被害者の皆さん
と話合いを進めております。
今、和解のネックになっている一つが税金なん
ですね。例えば、被害者と銀行が八千万円の借金
棒引きで和解した場合、債務免除益による一時所

得として一体幾ら税金がかかるのか、ちょっと国
税庁、きょう来ていただいていますので、お願い
します。
○並木政府参考人 お答えいたします。
御質問の税額につきましては、個々の事実関係
により課税関係が異なりますことから、確たるこ
とは申し上げられないという点は御留意いただき
たいと存じますけれども、その上で、先生御質問
の前提に沿って、仮に賃貸物件の購入資金に係る
借入金について一時所得となる債務の免除を受け
た場合で、例えば、所得税の課税所得が一千万円
である納税者が八千万円の債務免除を受けたとき
について試算をいたしますと、所得税及び復興特
別所得税の合計額は約一千八百万円となり、この
ほかに地方税が生ずることとなるところでござい
ます。
今申し上げたとおり、この計算においては、一
時所得がない場合とある場合の所得税及び復興特
別所得税の合計額の差額につきましては、約一千
六百万になるというところでございます。
○宮本（徹）委員 すごい額がかかるわけですね。
一千八百万、一千六百万という数字が出ました。
それ以外に地方税、住民税、これは一〇％ですか
ら、八千万の場合は、五十万引いて二で割ったも
のが所得となりますので、約四百万近くというこ
とになりますから、合わせれば約二千万、税金が
課されるという話になります。
スルガ銀行と、今、債務者の皆さんの話合いと
いうのは、全部の借金を棒引きという話になって
いません。一定、幾らかの債務が残る。その上に

加えて、二千万円更に税金が求められるというこ
とになると、負債を背負って更に二千万ですから、
二千万の税金、手元にお金がない人が大半ですか
ら、税金を払うために新たに借金しなきゃいけな
いという、こういう話になってしまうわけですよ
ね。
この経過は、スルガ銀行の問題もある。同時に、
金融庁は、やはりこの間の検査で見抜けなかった、
こういう問題もあるわけであります。そういう点
では、スルガ銀行等による被害者であると同時に、
金融庁の検査の見逃しによる被害者だというふう
にも私は言えるというふうに思います。これほど
の過大な税金を負わされたら、せっかくスルガ銀
行との話合いが進んでも、税金によって自己破産
に追い込まれるという、新たな悲劇が起きかねな
いというふうに考えています。
東日本大震災の場合は、こういう問題について、
税金を課さない仕組みを設けたりしましたけれど
も、この問題は、大臣、対応を考えるべきじゃな
いですか。
○麻生国務大臣 今の話は、いわゆる一部カット
を行った場合に、漠然としているから具体的なこ
とを言うと、一部カットされたことによって、そ
れによって、早い話が債務免除ということになる
けれども、その免除によって出た利益が、差益が
出ますから、それに対しての税金がという話をし
ているわけですね。簡単にはそういうことね。何
かえらい遠回しな言い方をしているけれども、要
はそういうことを言っておられるわけですね。
これらを含めた、これは個々の債務者に対する
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個別的な、具体的な話なので、これについてのコ
メントをすることは差し控えさせていただきます
けれども、その上で、これは金融庁としては、課
税関係の問題を含めて、いわゆる個々の債務者に
対して、可能な限り顧客との理解と納得を得て解
決してもらうというより、目指してもらう以外に
ほかにないんですけれども、適切な処理をしろと
言いますけれども、そういったものがどうなって
いるか、ちょっと個々の話になりますので、しっ
かりとモニタリングして、必要に応じて対応させ
ていかないといかぬと思っております。
○宮本（徹）委員 今の話では、スルガ銀行と債
務者の間で、税金の問題、これぐらい発生するん
だから、その問題も踏まえて、銀行と債務者が納
得できるような解決策をするようにモニタリング
を進めるという話だったかというふうに思います。
そういう点では、その問題は最低限、金融庁と
して、税金の問題も含めてどうするのかというの
は、スルガ銀行と債務者の間で話合いをしっかり、
債務者の皆さんが納得できる解決を図れるように
対応していただきたいというふうに思いますし、
場合によっては法的にこういう問題をどうするの
かというのは、ほかの銀行でも起きている話です
から、スルガ銀行と同様の話というのは。これは
考えていかなきゃいけない課題だということを申
し上げておきたいというふうに思います。
それから、スルガ銀行ほどではありませんが、
顧客の利益よりも銀行の利益優先という銀行経営
というのは大変広くあります。金融庁の調査でも、
投資信託の半数弱の顧客の運用損益率がマイナス

ということで、今、低金利の中で、手数料ビジネ
スに金融機関が走っております。スルガ銀行の問
題の背景には、パワハラと一体の過剰なノルマの
押しつけがありました。これもスルガ銀行だけの
問題じゃないんですね。
全国の信金だとか地方銀行だとか、いろいろな
ところが加盟しております金融労連が行員対象に
行ったアンケートを見ましたら、職場への不満、
不安で二番目に多かったのが、リスク商品等のノ
ルマの追求、これが二三・四％。目標という名前
で、ノルマが支店ごとに割り振られ、支店のノル
マが行員ごとに割り振られ、それも、投資信託何
件、カードローン何件、こういう形で割り振られ
ると。ノルマを課せられるのは営業担当だけじゃ
なくて、三時に窓口を閉めたら、営業担当以外も
名簿に基づいて電話をかけているというのが広く
あるそうであります。
こういう中で、顧客にカードローンのカードを
つくってもらって、では、今試しに借りてみまし
ょうということで、その場で必要もないのに借り
させる、こういうことも起きているという話も聞
いております。
ノルマが強制力として働くのは、パワハラと同
時に、ノルマをこなした件数というのが人事評価
に結びついているという問題もあると思います。
そこで、お伺いしたいんですけれども、金融庁
は、各銀行での過剰なノルマや人事評価の基準な
ど、つかんでいるんでしょうか。
○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねの金融機関の収益目標や人事評価の基

準は、金融機関のビジネスモデル、企業文化を実
務面から示すものでございまして、金融機関の役
職員の行動に大きく影響を及ぼすものであること
から、例えば、金融機関において生じました法令
等遵守の問題の根本的な原因を検証する際に有用
な資料であるというふうに考えております。
このため、金融庁といたしましては、金融機関
に関する情報収集、あるいはリスク評価を踏まえ
た上で、必要に応じ、これらの基準を把握、検証
することとしております。
○宮本（徹）委員 それで、その把握した上で、
顧客の利益を無視したノルマと人事評価を結びつ
けることはやめるべきだ、スルガ銀行の事態も踏
まえて、そういう指導もやっていく必要があるか
と思いますが、これは、大臣、いかがですか。
○麻生国務大臣 金融機関の方が、いわゆる顧客
保護というものを無視するとか、コンプライアン
ス等々に関してこれを遵守しないとかいうような
話はふざけた話なんですけれども、今言われたよ
うに、適切な収益目標とか、また人事評価等々の
あり方というのをきちんと整備、運用するという
のは、これは当然の話なのであって、そういった
意味としては、不適切なものがあるのであれば、
これは、我々として、そういった問題が認められ
るということなのであれば、当然のこととして、
今局長から申し上げましたように必要な改善とい
うものを促してまいりたいと考えております。
○宮本（徹）委員 不適切なものがあれば必要な
改善を求めていくということですけれども、手数
料ビジネスがどんどんどんどん拡大しているとい
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うのは、その中で、必要がない金融商品を高齢者
の方だとかいろいろな方がいっぱい買わされてい
るという裏返しの話だというふうに思いますので、
これは本当に広くノルマの押しつけというのは金
融機関で行われていますので、厳しく是正してい
っていただきたいということを申し上げておきた
いというふうに思います。
それから、あと、日銀にきょう午後も来ていた
だきましたけれども、重なる質問があったのでそ
こは省略をさせていただきますが、手数料ビジネ
スの拡大もそうですけれども、そして、スルガ銀
行のシェアハウス投資事件もそうですけれども、
超低金利の長期化を見越した過度のリスクテーク、
過度の債務の増大という副作用が日銀の政策のも
とで拡大しているというのは、これは事実じゃな
いでしょうか。違いますか。
○衛藤参考人 お答えをいたします。
地域金融機関におきましては、御指摘のように、
低金利環境の長期化ということに加えまして、人
口や企業数の減少という構造的な要因というのが
強く働いておりまして、この両方の要因によって
基礎的な収益力が低下しているということでござ
います。
こうしたもとで、各地域金融機関では、資金の
運用利回りを高めるという観点から、いわゆるミ
ドルリスク企業向けの貸出し、あるいは有価証券
運用の多様化といった形で積極的に、御指摘のと
おり、リスクをとりに行っているところがござい
ます。
もっとも、これまでのところは、金融機関は充

実した資本基盤を備えているということでござい
ますので、これとの対比で、リスクが過大、無理
にリスクをとっているというところまではいって
いないかなというふうに考えております。
また、過度の債務の増大というお話がございま
したけれども、経済規模との対比で、よく私ども
は与信残高が大き過ぎないかということも見てお
るわけでございますが、こういった幅広い指標を
見ましても、それで金融循環に行き過ぎがないか
ということを見ておりますけれども、これまでの
ところは、まだ行き過ぎというところまではいっ
ていないのかなというふうに理解をしております。
ただ、やはり全体としてリスクをとりに行くと
いう流れができてきておりますので、今後も、金
融面で過度な不均衡が蓄積していないかというこ
とについては、丹念に私ども見てまいりたいとい
うふうに考えております。
○宮本（徹）委員 いろいろな弊害が国民生活の
中には実際は出てきているというふうに思います
ので、日銀には今の政策の見直しを重ねて求めて
おきたいと思います。
最後に、全くテーマはかわります。今、与党の
税調もやっておりますが、非婚の一人親の寡婦控
除の適用についてお伺いしたいと思います。この
問題は、何度か大臣にも質問してまいりました。
与党の税調の議論の報道では、所得制限をつけ
るという話が出ているようです、二百三十万円未
満。私は、とんでもない話だと思うんですよね。
もともと、寡婦控除が非婚の一人親には適用さ
れないのは差別だから、この差別をなくそうとい

うのが議論の出発点だったというふうに思います
が。せっかく寡婦控除の適用をするのに、非婚の
一人親だけ二百三十万円未満という所得制限をつ
けるんだったら、これは新たな差別ということに
私はなっていくというふうに思います。シングル
マザーの中でも、非婚の場合というのは一番生活
が厳しいというのも実態として出ております。
非婚の一人親だけ差別的な所得制限をつけるべ
きではないというふうに考えますが、大臣の御所
見をお伺いしたいと思います。
○麻生国務大臣 これはもうたびたび似たような
質問をこれまで伺いましたので、同じようなこと
しか答えられませんけれども、あらかじめお断り
して、その上でお答え、お断りしておきます。
未婚の一人親というものに対する税制上の対応
の話なんです、この話は基本はね。ずっといろい
ろな質問をしておられますけれども、これは同じ
ことを言っておられるんだと思うんですが。平成
三十年度のたしか与党税制改正大綱の中に書いて
ありますのは、「児童扶養手当の支給に当たって
事実婚状態でないことを確認する制度等も参考に
しつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、
結論を得る。」ということとされている中の話で、
外に出ている話の一部をとってしゃべっておられ
るんだと思いますけれども。
一連の報道は承知しておりますけれども、御質
問のあります論点も含めて、今たしか議論をいた
だいている最中だと思っておりますので、その結
論を私どもはまだ伺っているわけではありません
ので、政府としてそれを伺った上での話だと思い
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ますね。
○宮本（徹）委員 与党の皆さんもいらっしゃい
ますので、与党の皆さんも税調の中で差別的な対
応をすることはないようにということをお願い申
し上げまして、私の質問を終わります。

- 5 -

a

衆議院財務金融委員会議事速報
平成30年12月7日

