「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

国家公務員法第
４４条、
人事院規則８−１８別表第３に
人事院規則８− より、各試験ごとに受験資格（年
齢制限）が定められている。
１８（採用試験）
第７条、別表第３

国家公務員法第
４４条、
人事院規則８−１８別表第３に
人事院規則８− より、各試験ごとに受験資格（年
１８（採用試験）
齢制限）が定められている。
第７条、別表第３

非常勤職員の適
切な採用につい
ハローワークでの公募により、
て（通知）（平成１
その採用に当たっては公平な就
５年５月１日付人
職機会の確保に努めている。
事院事務総局人
材局企画課長）

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

Ⅲ

年齢制限の撤廃にあたっては、
人事院において関係者等の意
見も聴取しつつ検討を行ってい
るが、定年年齢との関係、採用
側のニーズ、組織の年齢構成
のあり方、初任給の格付け、採
用後のキャリアパスや給与処遇
等、解決すべき問題点も多く、
国家公務員の人事管理に多大
な影響を与えるため慎重な検討
が必要であることから、何らか
の措置を講ずるとしても１８年度
以降とならざるを得ない。

年齢にかかわりなく雇用機会を
確保するとともに優秀な人材を
公務に採用していくためには、
受験資格年齢を超える者に対し
て新規学卒者と同一の能力実
証を行うのではなく、これまでに
培われた経験、技術に高いウエ
イトを置いた能力実証を行い、 z0200001
また、能力が十分発揮できるポ
ストに就け、能力、ポストに応じ
た適切な処遇を行うことが必要
という考え方もあるため、民間
等での経験を有する者を採用す
るための新たな採用の枠組みも
含めて検討を行っているところ。

Ⅲ

年齢制限の撤廃にあたっては、
人事院において関係者等の意
見も聴取しつつ検討を行ってい
るが、定年年齢との関係、採用
側のニーズ、組織の年齢構成
のあり方、初任給の格付け、採
用後のキャリアパスや給与処遇
等、解決すべき問題点も多く、
国家公務員の人事管理に多大
な影響を与えるため慎重な検討
が必要であることから、何らか
の措置を講ずるとしても１８年度
以降とならざるを得ない。

年齢にかかわりなく雇用機会を
確保するとともに優秀な人材を
公務に採用していくためには、
受験資格年齢を超える者に対し
て新規学卒者と同一の能力実
証を行うのではなく、これまでに
培われた経験、技術に高いウエ
イトを置いた能力実証を行い、 z0200001
また、能力が十分発揮できるポ
ストに就け、能力、ポストに応じ
た適切な処遇を行うことが必要
という考え方もあるため、民間
等での経験を有する者を採用す
るための新たな採用の枠組みも
含めて検討を行っているところ。

人事院における非常勤職員募
集数は少数であり、要望にある
「人員の採用部署に適当な募集 現在ハローワークを利用してお
z0200003
採用費用を予算化しての、求人 り、採用コストは０となっている。
情報メディアの活用」は費用対
効果の面から利用しにくい。

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）

雇用対策法および国家公務員法におい
て、受験者（応募者）に対して、年齢に
かかわりのない平等な取扱を求めている
にもかかわらず、以下のような受験資格
が定められている（国家公務員採用 I
種試験（平成１６年度）の場合）。
１昭和４６年４月２日〜昭和５８年４月
１日生まれの者 (21歳〜33歳）
２昭和５８年４月２日以降生まれの者で
次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び平成１７年
３月までに大学を卒業する見込みの者
イ 人事院がアに掲げる者と同等の資
格があると認める者

人事院

人事院

全省庁

公務員（国家）採用の受験資格におけ
る年齢制限の撤廃

国家公務員の採用試験における受験
資格としての年齢制限の撤廃【新規】

非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

5044

5056

5044

50440003

50560266

50440016

1/3

11

11

11

社団法人全国求人情報協会

(社)日本経済団体連合会

社団法人全国求人情報協会

3

公務員（国家・地方）採用の受験資格に 国家・地方公務員及び政府関係諸機関の
おける年齢制限の撤廃
職員採用における年齢制限を撤廃する。

採用における年齢差別の行政の取組み・
指導が官民で差があることについて、平
成13年9月28日、当時の坂口厚生労働大
臣は閣議後の定例記者会見において以下
のような発言を行ったが、まだ実行され
ていない。
「国家公務員および地方公務員につきま
しては、この年齢制限緩和の努力義務規
定は適用除外となっておりますけれど
も、公務員につきましても本改正の理念
の具体化に向け適切な対応が図られるよ
う努めるべきであるとの国会決議がなさ
れているところでございます。つきまし
ては、各省におかれましても年齢に関わ
りなく均等な機会を与えるとの考え方に
沿って選考採用が行われるよう適切に対
応いただきますようお願い申し上げま
す。」

266

国家公務員採用試験（Ⅰ種〜Ⅲ種）に
国家公務員等の採用試験における受
おける受験資格としての年齢制限を撤廃
験資格としての年齢制限の撤廃【新規】
すべきである。

雇用対策法第７条では、「事業主は労
働者がその有する能力を有効に発揮する
ために必要であると認められたときは、
労働者の募集及び採用について、その年
齢にかかわりなく均等な機会を与えるよ
うに努めなければならない」とされてい
る。一方、国家公務員及び政府関係機関
職員の採用においては、人事院規則に
よって、年齢制限が課せられており、採
用にかかる官民のイコールフッティング
が図られていない。
人事院は平成15年度年次報告書の中
で、受験資格としての年齢制限につい
て、「年齢にかかわりなく均等な受験機
会を確保するという観点から、撤廃する
方向で検討を行っている」との見解を示
していることから、早期に結論を得て、
措置することを求めたい。

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。

人事院規則8−18（採
用試験）第７条では、国
家公務員等の採用試験に
おける受験資格としての
年齢制限を課している。
例えば国家公務員Ⅰ種試
験を受験できるのは、採
用試験の告知の日の属す
る年度の４月１日におけ
る年齢が21歳以上33歳未
満の者とされている。

「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

制度の現状

なし

売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合について譲渡禁
止特約を解除済み。

なし

売掛債権担保融資保証制度を
利用する場合について譲渡禁
止特約を解除済み。

なし

これまでクレジットカード決済に
よる支払は行っていない。

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

ａ

平成１７年度実施を目途に、債
権譲渡禁止特約の解除の対象
となる契約及び譲渡対象者(特
定目的会社、特定債権等譲受
業者等を含む。）の拡大を検
討。

z0200004

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

ａ

平成１７年度実施を目途に、債
権譲渡禁止特約の解除の対象
となる契約及び譲渡対象者(特
定目的会社、特定債権等譲受
業者等を含む。）の拡大を検
討。

z0200004

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

社団法人リース事業協会

34

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

措置の概要
（対応策）

クレジットカードを利用した支払
について、平成１７年度中を目
途にその是非を検討する。

その他

z0200005

全省庁

クレジットカード決済による支
払業務

5095

50950002

2/3

11

要望主体名

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

要望
事項番号

2

要望理由

その他
（特記事項）

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。

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。

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。

要望事項
（事項名）

クレジットカード決済による支
払業務

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

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。

「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

部分休業につい
ては、
①国家公務員の
育児休業等に関
する法律（平成３
年法律第109号）
第11条
②人事院規則
19-0（職員の育
児休業等）第15
条

部分休業につい
ては、
①国家公務員の
育児休業等に関
する法律（平成３
年法律第109号）
第11条
②人事院規則
19-0（職員の育
児休業等）第15
条

制度の現状

部分休業については、職員（国
家公務員）が３歳未満の子につ
いて、託児の態様、通勤の状況
等に応じて、正規の勤務時間の
始め又は終わりに、１日を通じ
て２時間以内休業することがで
きる制度

部分休業については、職員（国
家公務員）が３歳未満の子につ
いて、託児の態様、通勤の状況
等に応じて、正規の勤務時間の
始め又は終わりに、１日を通じ
て２時間以内休業することがで
きる制度

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

（国家公務員について）
国家公務員の人事制度の在
り方として、本年７月の「多様な
Ⅲ(Ⅰ）
勤務形態に関する研究会」の中
間取りまとめによる部分休業の
弾力化の提言を受け検討中。
（実施時期は未定。）

Ⅰ

（国家公務員について）
国家公務員の人事制度の在
り方として、本年７月の「多様な
勤務形態に関する研究会」の中
間取りまとめによる提言を受
け、部分休業の弾力化の中で
検討中。（実施時期は未定。）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

人事院、総務 育児に係る部分休業の時間数の弾力
z0200006
化
省

人事院、総務
z0200007 省、厚生労働 育児休業期間の弾力化
省

要望
管理番号

5097

5097

要望事項
管理番号

50970001

50970002

3/3

要望
事項
補助
番号

11

11

要望主体名

岐阜県多治見市

岐阜県多治見市

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

育児に係る部分休業の時間数の弾力
化

育児休業期間の弾力化

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）

育児のための部分休業の時間数につい
て、「勤務時間の始め又は終わりにおい
１日２時間まで取得できる育児のための ての２時間」を例えば条例で定めるとこ
ろにより「１週間を通じて20時間を超え
部分休業の時間数の弾力化
ない範囲内」などとし、制度の多様な活
用を図る。

①子を養育する職員の育児・託児の態様
から、１日２時間の部分休業形態は積極
的な活用が図りにくいとの意見があるこ
と。②育児は地方公務員のみならず、国
家公務員、民間企業労働者にも共通する
事項と認識している。したがって、次世
代育成支援の観点からも育児休業制度を
全国的な規模で活用しやすい制度にすべ
きことが急務であること。③国との権衡
構造改革特区第５次提案
を考慮して、国の育児休業制度に準じて
（規制特例提案事項管理
定めるものとの意見は理解できるが、平
番号16371010）
成16年６月９日に公布された「地方公務
員法及び地方公共団体の一般職の任期付
職員の採用に関する法律の一部を改正す
る法律（法律第85号）」においては、国
家公務員にない制度を地方公務員制度に
導入された例（高齢者部分休業及び修学
部分休業制度の創設）もあることから、
必ずしも国の育児休業制度に準じなけれ
ばならないとはいいきれないこと。

育児休業は子が３歳になるまでの間
で、「育児休業をしようとする期間の初
育児休業期間について、例えば１週間の 日及び末日を明らかにして承認の請求を
うち２日間や隔日勤務などを可能にする するもの」とされており、継続的な休業
制度から、例えば「１週間のうち２日間
育児休業形態の弾力化
勤務」や「隔日勤務」などに変更するな
ど育児休業制度の多様な活用を図る。

①承認された期間を継続的に休業する
（断続的な勤務が認められない）ことか
ら、職場復帰への不安が大きいとの意見
があること。②育児は地方公務員のみな
らず、国家公務員、民間企業労働者にも
共通する事項と認識している。したがっ
て、次世代育成支援の観点からも育児休
業制度を全国的な規模で活用しやすい制
度にすべきことが急務であること。③国
との権衡を考慮して、国の育児休業制度 構造改革特区第５次提案
に準じて定めるものとの意見は理解でき （規制特例提案事項管理
るが、平成16年６月９日に公布された 番号16371020）
「地方公務員法及び地方公共団体の一般
職の任期付職員の採用に関する法律の一
部を改正する法律（法律第85号）」にお
いては、国家公務員にない制度を地方公
務員制度に導入された例（高齢者部分休
業及び修学部分休業制度の創設）もある
ことから、必ずしも国の育児休業制度に
準じなければならないとはいいきれない
こと。

