「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

中小企業信用保
険法第3条の９
私募債保証の適債要件は、資
中小企業信用保
本の額３億円以上の中小企業
険法施行規則8
者に限定されている。
条

中小企業信用保 中小企業信用保険法上、ファイ
険法施行令第1 ナンス会社等は保証付債権の
条の3
譲渡対象外としている。

商品投資に係る
事業の規制に関
基本通達により、商品投資以外
する法律第２条
の投資として金融商品を組み入
商品投資販売業
れる場合の組み入れ割合を定
者の業務の運営
めている。
に関する基本事
項について

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ｂ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

現在、信用補完制度のあり方全
体につき、審議会において検討
を始めたところ。

Ⅱ

現在、信用補完制度のあり方全
体につき、審議会において検討
を始めたところ。

Ⅳ

商品投資に係る事業の規制に
関する法律第２条第１項に規定
する商品投資により運用する金
額の合計が、運用財産の総額
の２分の１を超える場合におけ
る金融商品の組み入れ比率制
限を撤廃するとともに、顧客へ
のディスクロージャーを拡充す
るための関連規定を整備するこ
とについて、総合規制改革会議
の指摘を踏まえて行う投資者保
護法制のあり方についての検討
の動向を踏まえつつ、結論を得
る。

その他

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

z1100001

経済産業省

信用保証協会の私募債の適債基準の
緩和

5007

50070009

11

z1100002

経済産業省

金融庁、農林

信用保証協会保証付債権の譲渡範囲
拡大

商品投資以外の投資に関する運用規

z1100003 水産省、経済 制の撤廃

5015

5019

50150020

50190001

産業省

1/40

11

11

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

都銀懇話会

日本商品投資顧問業協会（会
長 牛嶋英揚）

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

9

信用保証協会の私募債の適債基準の 純資産額1億円以上3億円未満の中小企業
緩和
も対象としてほしい。

成長企業における資金調達がより柔軟に
行えるようになり、地元企業の成長・発
展に貢献できる。

20

譲渡の相手方に、債権管理回収に関する
特別措置法に基づき法務大臣の許可を得
た債権回収会社（以下、「サービサー」
信用保証協会保証付債権の譲渡範囲 という）を加えるとともに、サービサー
が特定資産の管理及び処分を行っている
拡大
資産の流動化に関する法律に規定する特
定目的会社（以下、「SPC」という）を
加える

官民あげて中小企業に関わる事業再生へ
の取り組みが進められているが、保証付
債権が存在する債務者向けの債権は本規
制により譲渡先に制限が課されており、
民間の枠組みの中で活用できない状況が
続いている。本規制の撤廃は、機動的な
事業再生に貢献。また、譲渡先をサービ
サーおよびサービサーに業務委託をする
SPCに限定することにより、中小企業へ
の不適切な対応（強引な回収等による代
位弁済請求等）が発生する懸念は小さい

1

商品投資に係る事業の規制に関する法律
第2条第1項に規定する商品投資により運
用する金額が、運用財産の総額の1/2超
となる場合において金融商品を投資対象
として組み入れることが可能となってい
るが、この商品ファンドの従たる部分で
ある「商品投資以外の投資」に関する運
用規制の撤廃を要望する。

商品投資以外の投資に関する運用規
制の撤廃

投資対象をより自由にそして機動的に選
択できるようになり、相関性の低いもの
を組み合せることにより、商品ファンド
の安定運用の道が開かれ、投資家の期待
する収益の安定性に寄与することにつな
がることになる。

本件は「規制改革推進3ヵ年計画等の
フォローアップ結果（平成15年5月内閣
府公表）において、「平成15年度早期に
措置する」旨を踏まえて、速やかなる対
応を要望する。

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

a

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

その他

管理コード

z1100004

z1100004

z1100004

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

要望
管理番号

5024

5024

5024

要望事項
管理番号

50240001

50240002

50240003

2/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

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

1

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロケット自動車用噴射推進
海外より規制が厳しいため、国内での普
器は、輸入するには輸入割当及び輸入許
及・使用が困難である。モデルロケット
可が、輸入後は輸入届が必要であり、頒
海外で製造されているものを導入して、
模型ロケット自動車用噴射推進器に対
用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用し
布するに販売営業許可が、頒布を受けて
スポーツ・競技会等で使用したい。
する規制の緩和
た薬量２０グラム以下のものは「がん
使用するには譲り受け許可と消費許可が
具」として認められている。
必要であるが、硝酸塩を使用した薬量５
グラム以下の噴射推進器は「がん具」と
して認めていただきたい。

2

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロボットに取付けて使用す
る噴射推進器は、輸入するには輸入割当
海外より規制が厳しいため、国内での普
及び輸入許可が、輸入後は輸入届が必要
及・使用が困難である。モデルロケット
模型ロボット用噴射推進器に対する規 であり、頒布するには販売営業許可が、 海外で製造されているものを導入して、
用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用し
頒布を受けて使用するには譲り受け許可 スポーツ・競技会等で使用したい。
制の緩和
た薬量２０グラム以下のものは「がん
と消費許可が必要であるが、硝酸塩を使
具」として認められている。
用した薬量２０グラム以下の噴射推進器
は「がん具」として認めていただきた
い。

3

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている、人形に取付けて使用する噴射
海外より規制が厳しいため、国内での普
推進器は、輸入するには輸入割当及び輸
及・使用が困難である。モデルロケット
入許可が、輸入後は輸入届が必要であ
海外で製造されているものを導入して、
用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用し
り、頒布するには販売営業許可が、頒布
スポーツ・競技会等で使用したい。
た薬量２０グラム以下のものは「がん
を受けて使用するには譲り受け許可と消
具」として認められている。
費許可が必要であるが、硝酸塩を使用し
た薬量２０グラム以下の噴射推進器は
「がん具」として認めていただきたい。

人形に取付けて使用する噴射推進器
に対する規制の緩和

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

a

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

その他

管理コード

z1100004

z1100004

z1100004

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

要望
管理番号

5024

5024

5024

要望事項
管理番号

50240004

50240005

50240006

3/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

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

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型飛行機用噴射推進器は、輸
海外より規制が厳しいため、国内での普
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
及・使用が困難である。モデルロケット
入後は輸入届が必要であり、頒布するに
海外で製造されているものを導入して、
用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用し
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す
スポーツ・競技会等で使用したい。
た薬量２０グラム以下のものは「がん
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
具」として認められている。
あるが、過塩素酸塩を使用した薬量２０
グラム以下の噴射推進器は「がん具」と
して認めていただきたい。

4

模型飛行機用噴射推進器に対する規
制の緩和

5

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れ模型ロボット用噴射推進器は、輸入す
海外より規制が厳しいため、国内での普
るには輸入割当及び輸入許可が、輸入後
及・使用が困難である。モデルロケット
は輸入届が必要であり、頒布するには販
海外で製造されているものを導入して、
模型ロボット用噴射推進器に対する規
用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用し
売営業許可が、頒布を受けて使用するに
スポーツ・競技会等で使用したい。
制の緩和
た薬量２０グラム以下のものは「がん
は譲り受け許可と消費許可が必要である
具」として認められている。
が、過塩素酸塩を使用した薬量２０グラ
ム以下の噴射推進器は「がん具」として
認めていただきたい。

6

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている人形に取付けて使用する噴射推
海外より取締りが厳しいため、国内での
進器は、輸入するには輸入割当及び輸入
普及・使用が困難である。モデルロケッ
許可が、輸入後は輸入届が必要であり、
海外で製造されているものを導入して、
ト用の噴射推進器の場合、硝酸塩を使用
頒布するには販売営業許可が、頒布を受
スポーツ・競技会等で使用したい。
した薬量２０グラム以下のものは「がん
けて使用するには譲り受け許可と消費許
具」と指定されている。
可が必要であるが、過塩素酸塩を使用し
た薬量２０グラム以下の噴射推進器は
「がん具」として認めていただきたい。

人形に取付けて使用する噴射推進器
に対する規制の緩和

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

a

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

その他

管理コード

z1100004

z1100004

z1100004

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

要望
管理番号

5024

5034

5034

要望事項
管理番号

50240012

50340007

50340008

4/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本スポーツロケット協会

佐藤貿易

佐藤貿易

要望
事項番号

12

7

8

要望事項
（事項名）

模型ロケット用噴射推進器のイグナイ
ターに対する規制の緩和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

火薬類取締法により、模型ロケット用噴
射推進器のイグナイターで過塩素酸塩を
米国等諸外国では自由に使用できるが、
用いたものは「火工品」と分類され、輸
国内での普及・使用が困難である。模型
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
入後は輸入届が必要であり、頒布するに 海外で製造されているものを導入して、 ロケット用の噴射推進器に使われるイグ
ナイターで、硝酸塩を使用した薬量０．
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す スポーツ・競技会等で使用したい。
１グラム以下のものは「がん具」と認め
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
られている。
あるが、過塩素酸塩を使用した薬量０．
１グラム以下のイグナイターは「がん
具」として認めていただきたい。

モデルロケットエンジンで過塩素酸塩を
モデルロケット用エンジンの「がん具」と
使用したものも「がん具」として認めて
しての取扱範囲の拡大
いただきたい。

日本では、特定の米国企業が製造した硝
酸塩を用いたモデルロケットエンジンの
みが「がん具」として指定されているた
め、米国・欧州のその他の企業が製造し
ている過塩素酸塩を用いたモデルロケッ
トエンジンは「がん具」として輸入でき
ない。日本で、どのようにして硝酸塩を
使用したもののみが「がん具」として判
断されているのか、その基準が行政機関
より公表されておらず、その過程が不明
朗である。

(上記の続き)モデルロケットエンジンで
(上記の続き)モデルロケット用エンジン
過塩素酸塩を使用したものも「がん具」
の「がん具」としての取扱範囲の拡大
として認めていただきたい。

米国・欧州ではモデルロケットエンジン
は、硝酸塩を使用した製品でも過塩素酸
塩を使用した製品でもＧＨＳ（化学品の
分類及び表示に関する世界調和システ
ム）により、危険度の等級１．４（高い
危険性が認められない物質、混合物およ
び物品。）として同等に扱われているも
のが、日本では危険度により分類されて
おらず、使用した物質で分類されてお
り、硝酸塩を使用した製品のみが「がん
具」とされているので、米国・欧州のよ
うに危険度により「がん具」を分類して
いただきたい。

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法第 火薬類取締法施行規則第１条
２条第２項、火薬 の５の各号に規定されている条
類取締法施行規 件を満たすものはがん具煙火と
則第１条の５
して扱われる。

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

Ⅲ

平成１６年３月に閣議決定され
た「規制改革・民間開放推進３ヶ
年計画」に基づき、がん具煙火
を追加指定する際の審査基準
を１６年度内に策定することとし
ている。本件については、審査
基準策定後、当審査基準に従っ
て「がん具煙火」への追加指定
を要望して頂き、安全性が確認
された場合は、「がん具煙火」へ
指定することとなる。

火薬類取締法では、推進的爆
発の用途に供される火薬をその
危険性に鑑み規制対象としてい
る。今回要望されてい各種噴射
推進器に用いられる硝酸グアニ
ジンを使用した薬剤は火薬類取
締法第２条第１号イの硝酸塩を
主とする火薬に該当するもので
あり、推進的爆発性を有するこ
とから火薬類取締法の適用を除
外することはできない。

その他

管理コード

z1100004

z1100004

z1100005

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型ロケット自動車用噴射推進器等の
「がん具」としての取扱範囲の拡大

模型船舶用等噴射推進器に対する規
制の解除

要望
管理番号

5034

5034

5024

要望事項
管理番号

50340009

50340010

50240007

5/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

佐藤貿易

佐藤貿易

日本スポーツロケット協会

要望
事項番号

9

10

7

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

モデルロケットエンジン用のイグナイ
ターで過塩素酸塩を使用したものも「が
ん具」として認めていただきたい。

日本では、特定の米国企業が製造した硝
酸塩を用いたモデルロケットエンジン用
のイグナイターのみが「がん具」として
指定されているため、米国・欧州のその
他の企業が製造している過塩素酸塩を用
いたモデルロケットエンジン用のイグナ
イターは「がん具」として輸入できな
い。日本で、どのようにして硝酸塩を使
用したもののみが「がん具」として判断
されているのか、その基準が行政機関よ
り公表されておらず、その過程が不明朗
である。

(上記の続き)モデルロケットエンジン用
(上記の続き)イグナイターの「がん具」と のイグナイターで過塩素酸塩を使用した
ものも「がん具」として認めていただき
しての取扱範囲の拡大
たい。

米国・欧州ではモデルロケットエンジン
用のイグナイターは、硝酸塩を使用した
製品でも過塩素酸塩を使用した製品でも
ＧＨＳ（化学品の分類及び表示に関する
世界調和システム）により、危険度の等
級１．４（高い危険性が認められない物
質、混合物および物品。）として同等に
扱われているものが、日本では危険度に
より分類されておらず、使用した物質で
分類されており、硝酸塩を使用した製品
のみが「がん具」とされているので、米
国・欧州のように危険度により「がん
具」を分類していただきたい。

イグナイターの「がん具」としての取扱
範囲の拡大

模型船舶用噴射推進器に対する規制
の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型船舶用噴射推進器は、輸入
するには輸入割当及び輸入許可が、輸入
米国等諸外国では安全性が高いとされ規
後は輸入届が必要であり、頒布するには
海外で製造されているものを導入して、
制がなく自由に使用できているが、国内
販売営業許可が、頒布を受けて使用する
スポーツ・競技会等で使用したい。
では普及・使用が困難である。
には譲り受け許可と消費許可が必要であ
るが、硝酸グアニジンを使用した薬量２
０グラム以下の噴射推進器は火薬類取締
法の適用を除外していただきたい。

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

c

火薬類取締法では、推進的爆
発の用途に供される火薬をその
危険性に鑑み規制対象としてい
る。今回要望されてい各種噴射
推進器に用いられる硝酸グアニ
ジンを使用した薬剤は火薬類取
締法第２条第１号イの硝酸塩を
主とする火薬に該当するもので
あり、推進的爆発性を有するこ
とから火薬類取締法の適用を除
外することはできない。

c

火薬類取締法では、推進的爆
発の用途に供される火薬をその
危険性に鑑み規制対象としてい
る。今回要望されてい各種噴射
推進器に用いられる硝酸グアニ
ジンを使用した薬剤は火薬類取
締法第２条第１号イの硝酸塩を
主とする火薬に該当するもので
あり、推進的爆発性を有するこ
とから火薬類取締法の適用を除
外することはできない。

c

火薬類取締法では、推進的爆
発の用途に供される火薬をその
危険性に鑑み規制対象としてい
る。今回要望されてい各種噴射
推進器に用いられる硝酸グアニ
ジンを使用した薬剤は火薬類取
締法第２条第１号イの硝酸塩を
主とする火薬に該当するもので
あり、推進的爆発性を有するこ
とから火薬類取締法の適用を除
外することはできない。

その他

管理コード

z1100005

z1100005

z1100005

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型船舶用等噴射推進器に対する規
制の解除

模型船舶用等噴射推進器に対する規
制の解除

模型船舶用等噴射推進器に対する規
制の解除

要望
管理番号

5024

5024

5024

要望事項
管理番号

50240008

50240009

50240010

6/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

日本スポーツロケット協会

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

8

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロケット自動車用噴射推進
器は、輸入するには輸入割当及び輸入許
可が、輸入後は輸入届が必要であり、頒
米国等諸外国では安全性が高いとされ規
模型ロケット自動車用噴射推進器に対 布するには販売営業許可が、頒布を受け 海外で製造されているものを導入して、
制がなく自由に使用できているが、国内
て使用するには譲り受け許可と消費許可 スポーツ・競技会等で使用したい。
する規制の解除
では普及・使用が困難である。
が必要であるが、硝酸グアニジンを使用
した薬量２０グラム以下の噴射推進器は
火薬類取締法の適用を除外していただき
たい。

9

模型飛行機用噴射推進器に対する規
制の解除

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型飛行機用噴射推進器は、輸
入するには輸入割当及び輸入許可が、輸
米国等諸外国では安全性が高いとされ規
入後は輸入届が必要であり、頒布するに
海外で製造されているものを導入して、
制がなく自由に使用できているが、国内
は販売営業許可が、頒布を受けて使用す
スポーツ・競技会等で使用したい。
では普及・使用が困難である。
るには譲り受け許可と消費許可が必要で
あるが、硝酸グアニジンを使用した薬量
２０グラム以下の噴射推進器は火薬類取
締法の適用を除外していただきたい。

10

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている模型ロボットに取り付けて使用
する噴射推進器は、輸入するには輸入割
当及び輸入許可が、輸入後は輸入届が必
米国等諸外国では安全性が高いとされ規
模型ロボット用噴射推進器に対する規 要であり、頒布するには販売営業許可 海外で製造されているものを導入して、
制がなく自由に使用できているが、国内
が、頒布を受けて使用するには譲り受け スポーツ・競技会等で使用したい。
制の解除
では普及・使用が困難である。
許可と消費許可が必要であるが、硝酸グ
アニジンを使用した薬量２０グラム以下
の噴射推進器は火薬類取締法の適用を除
外していただきたい。

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

製造業者がその製造した火薬
類を製造所において販売する場
火薬類取締法第
合を除き、火薬類の販売営業を
５条
行おうとする者は、都道府県知
事の許可が必要である。

火薬類を輸入しようとする者は、
火薬類取締法第
都道府県知事の許可が必要で
２４条
ある。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

c

火薬類取締法では、推進的爆
発の用途に供される火薬をその
危険性に鑑み規制対象としてい
る。今回要望されてい各種噴射
推進器に用いられる硝酸グアニ
ジンを使用した薬剤は火薬類取
締法第２条第１号イの硝酸塩を
主とする火薬に該当するもので
あり、推進的爆発性を有するこ
とから火薬類取締法の適用を除
外することはできない。

ｃ

火薬類取締法において火薬類の販売
業を営もうとする場合には、その者が販
売の業を適確に遂行する技術的能力を
有しているかどうか、その火薬類の販
売が公共の安全の維持又は災害の発
生防止に支障がないかどうかを審査す
るために都道府県知事の許可を義務
付けている。一方、火薬類を輸入する
場合には、輸入する火薬類が安全であ
るかどうか、輸入の目的が適切である
かどうかなど、当該個別輸入行為毎に
その輸入によって、公共の安全の維持
に支障が生じないかどうかを審査する
ため、火薬類の輸入を都道府県知事の
許可を義務付けている。このように販売
営業許可と輸入許可で許可の目的、許
可の対象、許可の要件が全く異なるた
め、輸入許可によるだけではその者が
販売の業を的確に遂行する技術的能
力を有しているか判断できない。よっ
て、輸入許可を取得していることを理由
に販売営業許可を不要とすることはで
きない。なお、製造の許可を受けたもの
がその製造した火薬類を販売を行うこ
とができるのは、製造の許可を有する
者は販売の業を適確に遂行するに足り
る技術的能力を有していることが認め
られるためである。

ｃ

輸入貿易管理令では、輸入貿易を適切
に管理し国民経済の健全な発展を図る
ことを目的として、火薬類を輸入割当を
受けるべき貨物に指定し、火薬類の輸
入に際して輸入数量が輸入割当の範
囲内であるかどうかを確認し経済産業
大臣が輸入を承認している。一方、火
薬類取締法では、火薬類による災害を
防止し、公共の安全を確保することを目
的に、火薬の輸入に都道府県知事の
許可を義務付け、火薬類の輸入目的、
輸入した火薬類の保管場所等から公共
の安全の維持に支障を及ぼすおそれ
がないと認められる場合に限り、輸入
が許可される。このように輸入貿易管
理令と火薬類取締法では法目的が異
なり、それぞれの輸入承認と輸入許可
の要件も異なることから、火薬類を輸入
する際に、輸入貿易管理令による輸入
割当を受けていることを理由に火薬類
取締法の輸入許可を不要にすることは
できない。 なお、火薬類取締法の輸出
届出の廃止については、輸出届出の確
認事項（火薬類の種類、数量、輸出先）
が外国為替及び外国貿易法に基づく輸
出承認により確認できることから、昭和
２９年に廃止したものである。

その他

管理コード

z1100005

z1100006

z1100007

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

模型船舶用等噴射推進器に対する規
制の解除

火薬類の輸入業者の販売営業許可の
除外

輸入割当を受けている火薬類の輸入許
可の除外

要望
管理番号

5024

5034

5034

要望事項
管理番号

50240011

50340001

50340002

7/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本スポーツロケット協会

佐藤貿易

佐藤貿易

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

11

火薬類取締法により、「火薬」と分類さ
れている人形に取り付けて使用する噴射
推進器は、輸入するには輸入割当及び輸
入許可が、輸入後は輸入届が必要であ
米国等諸外国では安全性が高いとされ規
人形に取付ける噴射推進器に対する規 り、頒布するには販売営業許可が、頒布 海外で製造されているものを導入して、
制がなく自由に使用できているが、国内
を受けて使用するには譲り受け許可と消 スポーツ・競技会等で使用したい。
制の解除
では普及・使用が困難である。
費許可が必要であるが、硝酸グアニジン
を使用した薬量２０グラム以下の噴射推
進器は火薬類取締法の適用を除外してい
ただきたい。

1

火薬類の輸入業者には、火薬類の販売営
火薬類の輸入業者の販売営業許可の 業許可がなくても、輸入した火薬類につ
いては販売営業が行えるようにしてほし
除外
い。

火薬類の製造業者は、販売営業許可がな
くても製造した火薬類の販売営業を行う
ことが認められている。輸入業者は火薬
類を輸入するにあたり、輸入割当の取
得、輸入許可の取得、輸入の届出を行
い、更に火薬類の販売営業許可を受けて
いる。製造物責任法では国外で製造され
た物を輸入した者も製造業者として同等
に扱われている。よって、輸入した物の
販売を目的として輸入割当、輸入許可、
及び輸入の届出を行い、輸入品を輸入し
た業者が販売する場合は販売営業の許可
がなくても販売できるようにしていただ
きたい。

火薬類の輸入で、輸入貿易管理令による
輸入割当を受けている火薬類の輸入許 輸入割当を受けて輸入している場合は、
火薬類取締法の輸入許可を不要としてほ
可の除外
しい。

輸入割当を取得し、更に輸入許可を取得
し、輸入後に輸入届出が行われており、
３重の規制となっている。更に、輸入品
を販売したり、購入したり、使用する行
為ごと個別にすべて３回の許可を受けて
いる。また、販売営業業者には行政機関
や警察より事業所において毎年３回以上
の立ち入り検査が行われ、十二分に行政
機関は規制や取締りが行えている。輸出
の場合は、過去に輸出割当と輸出許可が
２重の規制であるとして輸出許可は不要
となっている。輸入割当を取得した火薬
類を輸入する場合は、輸入許可を不要と
して簡素化してほしい。

2

その他
（特記事項）

「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

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

火薬類取締法は火薬類の製
造、販売、貯蔵、運搬、消費そ
の他の取扱を規制し、火薬類に
よる災害の発生の防止及び公
共の安全の確保を行っている
火薬類取締法第 が、火薬類のうち災害の発生の
２条、火薬類取 防止及び公共の安全の維持に
締法施行規則第 支障を及ぼすおそれがない火
１条の４
工品を火薬類取締法の適用を
受けない火工品として火薬類取
締法施行規則又は経済産業大
臣の告示で指定することによ
り、火薬類取締法の規制対象外
になる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ｃ

火薬類取締法では法第２条第１
項第３項において電気雷管、実
包など火薬又は爆薬を使用して
特定の目的に適するように加工
製造された製品を「火工品」とし
て定義しており、今回要望され
ている模型ロケットに用いられる
噴射推進器は、黒色火薬等の
火薬を紙等で包んだだけのもの
であり、加工製造された製品に
は該当せず、火薬に分類される
ものである。なお、米国や国連
の分類基準は火薬類取締法の
こうした分類基準とは異なるも
のであり、必ずしも参考となるも
のではない。特に、今回要望さ
れている模型ロケットに用いら
れる噴射推進器は、扱い方に
よっては死傷事故を起こす可能
性があるものであり、高い危険
性が認められない物質とは言え
ない。

ｃ

火薬類取締法では法第２条第１
項第３項において電気雷管、実
包など火薬又は爆薬を使用して
特定の目的に適するように加工
製造された製品を「火工品」とし
て定義しており、今回要望され
ている模型ロケットに用いられる
噴射推進器は、黒色火薬等の
火薬を紙等で包んだだけのもの
であり、加工製造された製品に
は該当せず、火薬に分類される
ものである。なお、米国や国連
の分類基準は火薬類取締法の
こうした分類基準とは異なるも
のであり、必ずしも参考となるも
のではない。特に、今回要望さ
れている模型ロケットに用いら
れる噴射推進器は、扱い方に
よっては死傷事故を起こす可能
性があるものであり、高い危険
性が認められない物質とは言え
ない。

ｃ

火薬類取締法では法第２条第１
項第３項において電気雷管、実
包など火薬又は爆薬を使用して
特定の目的に適するように加工
製造された製品を「火工品」とし
て定義しており、今回要望され
ている模型ロケットに用いられる
噴射推進器は、黒色火薬等の
火薬を紙等で包んだだけのもの
であり、加工製造された製品に
は該当せず、火薬に分類される
ものである。なお、米国や国連
の分類基準は火薬類取締法の
こうした分類基準とは異なるも
のであり、必ずしも参考となるも
のではない。特に、今回要望さ
れている模型ロケットに用いら
れる噴射推進器は、扱い方に
よっては死傷事故を起こす可能
性があるものであり、高い危険
性が認められない物質とは言え
ない。

その他

管理コード

z1100008

z1100008

z1100008

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

火薬とされている模型ロケット用噴射推
進器の火工品への分類変更

火薬とされている模型ロケット用噴射推
進器の火工品への分類変更

火薬とされている模型ロケット用噴射推
進器の火工品への分類変更

要望
管理番号

5034

5034

5034

要望事項
管理番号

50340003

50340004

50340005

8/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

佐藤貿易

佐藤貿易

佐藤貿易

要望
事項番号

3

4

5

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

輸入時に「火薬」と分類されている模型
火薬とされている模型ロケット用噴射推
ロケット用噴射推進器の分類を「火工
進器の火工品への分類変更
品」へと変更していただきたい。

火工品は、社団法人全国火薬類保安協会
の行う火工品安全性評価制度による審査
を受けると、火薬を含有しても火薬類取
締法の適用を除外される商品として認定
を受けられるが、模型ロケット用噴射推
進器は輸入割当で「火薬」と分類され輸
入されるため、社団法人全国火薬類保安
協会が行う審査を受けられず、高い危険
性がなくても火薬類取締法の適用除外品
としての認定を受けられない状態にあ
る。よって、「火工品」と分類を変更し
て審査を受け、火薬類取締法の適用除外
品としての認定を受けられるようにして
いただきたい。

（上記の続き）輸入時に「火薬」と分類
（上記の続き）火薬とされている模型ロ
されている模型ロケット用噴射推進器の
ケット用噴射推進器の火工品への分類
分類を「火工品」へと変更していただき
変更
たい。

模型ロケット用噴射推進器は、米国より
国連番号UN0432 Articles,
Pyrotechnic（日本語名：料薬火工品）
として輸出され、輸送されて来るが、日
本では薬量２０グラム以上のものを関税
率表第36・01 項に該当する貨物とし、
「火薬」と分類されており、輸入割当の
取得と輸入許可の取得の両方が必要とな
る。本品は「火薬」という物質ではなく
「火工品」という物品に該当するため、
分類を輸入割当の不要な国連番号UN0432
に準じる「火工品」に変更し、輸入許可
のみで輸入が行えるようにしていただき
たい。

（上記の続き）輸入時に「火薬」と分類
（上記の続き）火薬とされている模型ロ
されている模型ロケット用噴射推進器の
ケット用噴射推進器の火工品への分類
分類を「火工品」へと変更していただき
変更
たい。

模型ロケット用噴射推進器は、米国・欧
州ではＧＨＳ(化学品の分類及び表示に
関する世界調和システム )により、火工
品と分類され、国連試験（危険物の輸送
に関する国連勧告、試験および判定基
準）により等級１．４の火薬類として、
高い危険性が認められない物質、混合物
及び物品に分類されている。日本も国連
の基準に準拠した扱いとして、火工品と
して分類し危険有害性を国連に準じて評
価していただきたい。

その他
（特記事項）

「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

人事院規則８−１４及び人事院
企画課長通知（平成１５年５月１
人事院規則８− 日付人企−３４５）を踏まえ、基
１４及び人事院 本的にホームページへの掲示、
企画課長通知 ハローワーク等を通じ適切な公
（平成１５年５月１ 募方法により実施。民間求人情
日付人企−３４ 報業者についても募集人材に
５）
応じて業者を選択し、費用を手
当する等件数は少ないものの必
要に応じて活用している。

中小企業信用保 中小企業信用保険法では、「農
険法施行令第１ 業」は中小企業信用保険制度
条
の対象業種とされていない。

大規模小売店舗立地法にお
いては、届出前に都道府県等へ
の事前協議を行うことを求めて
いない。一方、同法の手続を円
滑に進めるため、都道府県等が
届出前に事前相談を求めている
大規模小売店舗 場合もあると承知しているが、
立地法
国としては、同法に定められて
いない事前相談に応じるかどう
かはあくまで設置者の任意であ
るべきで、義務化することがな
いよう、定期的な連絡会議や研
修において、都道府県等に周知
徹底を図っているところ。

措置の 措置の
分類
内容

民間
求人
情報
事業
者の
活用：
ｄ
業者
登録
制度
の整
備：ｃ

ｃ

ｄ

措置の概要
（対応策）

人事院規則８−１４及び人事院企
画課長通知（平成１５年５月１日付
人企−３４５）は、適切な方法により
公募すべきと規定しているもので、
民間求人情報業者の活用を規制す
るものではない。また、これら以外
にも民間求人情報業者の活用を規
制する内容の規則等は存在しない
ものと理解している。他方、厳しい
財政事情の中、多くのケースにお
いては、HP、ハローワークを通じた
公募により十分実績があがってい
る。こうした状況下において、民間
求人情報業者を活用する際には、
なし そもそも採用が必要となる職務に
応じて求める人材が異なるため、募
集する人材及び当方の予算額に応
じて、その都度、購読者層、発行部
数等を勘案して業者を選定すること
としており、こうした手法で特段の
問題は生じていない。加えて、ご要
望にある業者登録制度について
は、登録していない業者を排除する
こととなるため、不適当であると考
えられる。したがって、今後も必要
に応じて民間情報業者を活用して
いくこととするが、業者登録制度の
導入は困難である。

Ⅱ

−

農林水産省と協議の上、適用の
可否につき結論を得る。

大規模小売店舗立地法では、
届出の前に都道府県への事前
協議を行うことを求めていない。

その他

管理コード

z1100009

z1100010

z1100011

制度の
所管官庁

全省庁

経済産業省

経済産業省

項目

非常勤公務員採用の際の民間求人情
報事業者の活用

養鶏事業者に対する金融規制改革

「大規模小売店舗立地法」に係る届出
前の事前協議を求める運用の廃止

要望
管理番号

5044

5053

5056

要望事項
管理番号

50440016

50530001

50560063

9/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人全国求人情報協会

京都府

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

16

1

63

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

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。

中小企業信用保険法施行令第１条第１項
により、「農業」については、中小企業
信用保険法第２条第１項第１号で定める
業種から除外されているが、企業的経営
や法人化が進む養鶏業については、「農
業」から除外する。

養鶏事業者の中には、従来の生産のみ
から、加工、販売までを行う多角化・大
規模経営を行うと共に、有限会社等法人
化を進めている者が増加してきており、
京都府においても全養鶏農家の５％の養
鶏事業者が府内鶏の約８０％を飼養して
いる実態がある。
それらの事業者の多くは、融資におい
てもＪＡ系統から銀行や信用金庫等一般
金融機関へと移行してきているが、一般
金融機関融資の債務保証においては中小
企業信用保険法で「農業」が中小企業信
用保険制度の対象業種にされていないこ
と等から、加工販売部門に係る融資のみ
当該制度を活用している状況が見られる
など、時代の潮流に合致した融資制度と
なっていない。

養鶏事業者に対する金融規制改革

「大規模小売店舗立地法」に係る届出
前の事前協議を求める運用の廃止

経済産業省は、都道府県との連絡会議
などにおいて、届出前の事前協議を求め
る地方自治体の運用の改善を図るように
周知徹底するとともに、必要に応じて指
導・勧告を行う等適切な処置を講ずるべ
きである。

企業的経営や法人化が進む養鶏事業者に
対する事業資金の融通を円滑にするた
め、当該養鶏事業者については中小企業
者として、その債務の保証につき保険を
行なう制度を確立し、もつて地域の養鶏
振興を図る。

「『全国規模での規制改革要望』に対
する各省庁からの再回答について」（平
成16年１月29日内閣府）において、「事
前概要説明を義務化することのないよう
周知徹底を図っている」との回答がなさ
れたが、現実問題として多くの自治体で
は届け出する者に事前協議を求めてお
り、運用の改善が図られていない。
例えば、東京都では届出前の計画概要
書の提出を求めている。また、横浜市で
は届出前の計画書事前説明書の提出だけ
でなく、横浜市の関係部署、警察署との
事前協議なども求めている。

その他
（特記事項）

多くの自治体では、大
規模小売店舗を設置しよ
うとする場合、もしくは
店舗に係る諸変更を行お
うとする場合、届出前に
関係部局との協議などを
義務付けている。

「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

販売事業者又は役務提供事業
者は、通信販売をする場合の指
定商品若しくは指定権利の販売
条件又は指定役務の提供条件
について電子メールにより広告
するときは、相手方が広告メー
特定商取引に関
ルの受け取りを希望しない旨の
する法律第１１
意思を表示するための連絡方
条、第１２条の２
法等を表示しなければならな
い。また、広告メールの受け取り
を希望しない旨の意思の表示を
受けているときは、その者に対
し、再度広告メールの提供を
行ってはならない。

措置の 措置の
分類
内容

c

−

措置の概要
（対応策）

特定商取引法は、消費者保護
を図るという立法趣旨に鑑み、
対象となる取引形態については
原則適用されるべきものである
が、事業者が直接雇用契約を
結んでいる従業者に対して行う
販売又は役務の提供について
は、会社の内部自治の範囲と捉
え、特別に同法の適用除外とし
ているところである。一方、事業
者とその子会社の従業者との関
係については、直接的な雇用契
約が存在しないことから、会社
の内部自治の範囲を超えたもの
であり、消費者保護の観点か
ら、同法の適用除外とすること
は不適切であると考える。

その他

管理コード

z1100012

制度の
所管官庁

項目

総務省、経済 特定電子メールによる広告規制の適用
除外範囲の拡大【新規】
産業省

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560070

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

70

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

電子メールによる広告規制について、
「事業者が実質的に支配するグループ会
社の従業員に対して行なう販売又は役務
の提供」を行う場合も、特定電子メール
特定電子メールによる広告規制の適用 の送信の適正化等に関する法律の適用除
外とするべきである。
除外範囲の拡大【新規】
特に、実質的に同一会社とみなすこと
のできる完全子会社の従業員に対して
は、早期に同法の適用除外とすべきであ
る。

ⅰ）建築基準法第３７条第２号に
定められているとおり、国土交
通大臣が定める安 全上、防火
上又は衛生上必要な品質に関
する技術的基準に適合するもの
であることについて国土交通大
臣の認定を受けたコンクリートで
あれば、JIS規格品でなくとも、
建築物の主要構造部に用いる
ことができる。
コンクリートを建築物の主要構
造部に用いるためには、①国土
交通大臣の指定するJISに適合 ⅰ） e
建築基準法第３
する（法37条第1号）、②国土交
７条
通大臣の認定を受ける（法37条 ⅱ） c
第2号）のいずれかに該当しなけ
ればならない。
現在、ホワイトセメントについて
JIS規格は定められていない。

屋上及び壁面などの建築物屋
工場立地法運用
上緑化施設は、緑化面積率へ
例規集
の算入を認めている。

d

ⅱ）なお、以下のような理由から
ホワイトセメントのＪＩＳ化は困
難。
①ホワイトセメントの生産量は、
ポルトランドセメント全体の約０．
１％しかなく、ＪＩＳ制定による生
産の合理化、取引の単純公正
化に寄与することが少ないと思
われる。
（参考）年間生産量
普通ポルトランドセメント：５０百
万トン
ホワイトセメント：６０千トン
②製造業者が１社しかなく、そ
の製品仕様を標準化すること
は、JISの公益性から見て問題
があると判断する。

-

本年３月に省令等の改正を行
い、屋上及び壁面などの建築物
屋上緑化施設を認めたところで
あり、同時に工場立地法運用例
規集の全部改正を行い、緑地の
定義、緑地の面積の測定方法、
緑地と他の施設が重複した場合
の考え方について、技術的助言
として都道府県及び政令指定都
市に発出したところ。

z1100013

経済産業省、 白色ポルトランドセメント（ホワイトセメン
国土交通省 ト）のＪＩＳ規格化【新規】

5056

50560091

11

(社)日本経済団体連合会

91

ホワイトセメントをＪＩＳ規格化する
白色ポルトランドセメント（ホワイトセメン
ことで､建築物の主要構造部に使用でき
ト）のＪＩＳ規格化【新規】
るよう措置すべきである｡

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

「『全国規模での規制改革要望』に対
する各省庁からの回答について」（平成
15年７月28日）において、経済産業省
は、事業者がその株式の過半数を保有す
る会社の従業員を法の適用除外とするこ
とについて、「事業者とその株式の過半
数を保有する会社の従業員との関係は、
内部自治の問題であるとは言えず、同法
の適用除外とすることは困難である」と
回答している。経済産業省の説明によれ
ば、「団体の内部自治」とは人事・組織
のあり方や、利益分配の方法に関する裁
量性といったものを指すとされている
が、そうした観点からは親会社と親会社
が実質的に支配するグループ会社の間も
十分な内部自治が働いていると見ること
ができることから、法の適用除外とすべ
きである。とりわけ、完全子会社の場合
にあっては、実質的に親会社の一部とみ
なせるため、内部自治の観点上の問題は
ないことから、早期に法の適用除外とす
べきである。
なお、このような子会社の従業員に対し
て特定電子メールによる広告をしようと
する際に、受信拒否の意思表示をした個
人のみに送信しないことはシステム上難
しく、その企業単位で送信することが出
来なくなるため、同法の適用除外とする
ことが必要である。

特定電子メールの送信
の適正化等に関する法律
第２条第２項に規定する
特定電子メールにより広
告をする際は、特定電子
メールの送信の適正化等
に関する法律の規制を受
けるが、団体の内部自治
の観点から例外的に従業
員については適用除外と
なっている。

ホワイトセメントが主要構造用資材と
して認可されることで、コンクリート打
設と同時に化粧部の施工が可能となり､
工期の短縮､経費の節減に貢献する｡海外
ではカラーコンクリート（ホワイトセメ
ント使用）を主要構造部である構造壁等
にも使用しており、わが国において主要
構造部として使用することを妨げる理由
は少ない｡
・主な効果（※要望書P.47参照）

z1100014

経済産業省

工場立地法における緑化面積率への
屋上緑化部分の算入【新規】

5056

50560092

10/40

11

(社)日本経済団体連合会

92

工場立地法における緑化面積率への
屋上緑化部分の算入【新規】

屋上緑化部分が緑地･環境施設面積に
算入されるよう､解釈通達等を発布すべ
きである｡

屋上緑化は建築物が密集している地域
において緑地を増加するのに有効な手段
であり､ヒートアイランド現象の緩和等
につながる｡例えば横浜市の｢緑の環境を
つくり育てる条例｣は屋上緑化､人工地
盤､プランター等を一定の割合まで緑地
面積に算入することを認めており､この
ような解釈･運用が全国規模で徹底され
るべきである｡

①建築物の主要構造部に
使用できるコンクリート
材料（セメント，砂，砂
利，混和剤，水等）は、
ＪＩＳ又はＪＡＳＳ規格
品のみである(建築基準
法第37条１号)。
②現在ＪＩＳ規格化され
ているセメントは､早強
ポルトランドセメントほ
か計９種類に限られてお
り､白色ポルトランドセ
メント(ホワイトセメン
ト)はこれに含まれてい
ない｡
③よって、ホワイトセメ
ントは、早強ポルトラン
ドセメントと同等の性能
を有しながら、建築物の
主要構造部には使用でき
ず､意匠的な部分のみに
しか使用できない｡

工場立地法に基づき､｢
工場立地に関する準則｣
は緑地面積等に関する区
分ごとの基準を定めてい
る｡平成16年３月31日付
の改定により､｢第三種区
域｣が新設され､工業地域
に関しては緑地面積率､
環境施設面積率共に緩和
されている(緑地面積
率：15％以上⇒10％以
上、環境施設面積率：
20％以上⇒15％以上）｡
しかし､何が緑地面積率､
環境施設面積率に算入さ
れるのかは不明確であ
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

特定化学物質の
環境への排出量
の把握等及び管
理の改善の促進
に関する法律施
行規則 第十二
条

特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律（化管法）に
基づくＰＲＴＲ制度（化学物質排
出移動量届出制度）では、事業
者が事業所毎に環境中への排
出量・移動量の届出を行ってお
り、電子届出についても認めら
れている。
ＰＲＴＲ制度に基づく排出量等の
届出は、都道府県知事を経由し
て行わなければならないとされ
ているため（化管法第５条第３
項）、電子届出を行う際、事前に
提出する電子情報処理組織使
用届出の提出先についても都
道府県知事等としている（化管
法施行規則第１２条）。
また、電子情報処理組織使用届
出は紙面にて提出することとし
ている（化管法施行規則第１２
条）。

特定化学物質の
環境への排出量
の把握等及び管
理の改善の促進
に関する法律施
行規則 第十二
条

特定化学物質の環境への排出
量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律（化管法）に
基づくＰＲＴＲ制度（化学物質排
出移動量届出制度）では、事業
者が事業所毎に環境中への排
出量・移動量の届出を行ってお
り、電子届出についても認めら
れている。
ＰＲＴＲ制度に基づく排出量等の
届出は、都道府県知事を経由し
て行わなければならないとされ
ているため（化管法第５条第３
項）、電子届出を行う際、事前に
提出する電子情報処理組織使
用届出の提出先についても都
道府県知事等としている（化管
法施行規則第１２条）。
また、電子情報処理組織使用届
出は紙面にて提出することとし
ている（化管法施行規則第１２
条）。

「石油コンビナートに係る保安四
法の合理化・整合化促進に関す
る実務者検討委員会」における
検討結果を踏まえて、申請書類
石油コンビナート
の共通化、検討結果の相互活
等災害防止法
用等の様々な措置を講じてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

高圧ガス保安法

ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

ＰＲＴＲ制度に基づく排出量等の
届出について電子届出を行う場
合、電子情報処理組織使用届
出は都道府県等毎に提出する
必要があるが、同一都道府県等
内に複数の事業所を有している
場合は、電子情報処理組織使
用届出を一度提出すれば同一
都道府県等内の複数の事業所
について電子届出を行うことが
できる。
また、紙面で行うこととされてい
る電子情報処理組織使用届出
については、現在電子届出を行
えるよう検討を行っているが、シ
ステム開発等に時間がかかるた
め、時期は未定である。

Ⅲ

ＰＲＴＲ制度に基づく排出量等の
届出について電子届出を行う場
合、電子情報処理組織使用届
出は都道府県等毎に提出する
必要があるが、同一都道府県等
内に複数の事業所を有している
場合は、電子情報処理組織使
用届出を一度提出すれば同一
都道府県等内の複数の事業所
について電子届出を行うことが
できる。
また、紙面で行うこととされてい
る電子情報処理組織使用届出
については、現在電子届出を行
えるよう検討を行っているが、シ
ステム開発等に時間がかかるた
め、時期は未定である。

保安四法については、各法令の
趣旨目的により保安を確保する
ための規制が設けられていると
ころであるが、その更なる合理
化・整合化を図るため、「石油コ
ンビナートに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務
者検討委員会」における検討結
果を踏まえて、申請書類の共通
化、検討結果の相互活用等の
様々な措置を講じているところ
である。
また、今後も他の法令の基準に
よっても同等以上の安全性が確
保されるときは、整合化を図って
いくこととしている。
なお、高圧ガス保安法において
は既に、技術基準の性能規定
化や保安検査方法についての
民間規格の活用を進めていると
ともに、国際整合性のとれた保
安規制とすべく米国機械学会
（ＡＳＭＥ）の取り入れを行う等の
取組を行っているところである。

その他

管理コード

z1100015

z1100015

制度の
所管官庁

項目

環境省、経済 化学物質管理促進法に基づく届出手続
の合理化
産業省

環境省、経済 化学物質管理促進法に基づく届出手続
の合理化
産業省

要望
管理番号

5056

5061

要望事項
管理番号

50560109

50610015

要望
事項
補助
番号

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

社団法人

日本自動車工業会

要望
事項番号

109

15

要望事項
（事項名）

5056

50560110

労働省

11/40

11

(社)日本経済団体連合会

110

具体的事業の
実施内容

｢電子情報処理施設組織使用届出書｣の
届出先について、インターネット上で届
出ができるようにすべきである。また、
本届出書の届出先について、｢化学物質
化学物質管理促進法に基づく届出手続
の排出量及び移動量の届出書｣の提出先
の合理化 【新規】
と同じとするなど、複数事業所を所有す
る企業においても｢電子情報処理施設組
織使用届出書｣の届出先を一ヶ所に統合
化すべきである。

化学物質管理促進法における窓口の
一元化

総務省、経済

z1100016 産業省、厚生 保安四法の一体的な保安規制

具体的
要望内容

保安法令の重複適用の排除

・「電子情報処理組織使用届出書」の
「届出書」の提出先を一元化し、郵送に
よる提出も認めていただきたい。
・もしくは、届出書もインターネット上
で申請できるようにする等、企業の負担
軽減の方向で制度を見直していただきた
い。
・データ収集の体制に関しても、企業の
負担軽減を考慮し、国、自治体が連携を
図り、一元化を進めていただきたい。

装置を構成している一つ一つの機器・
設備までが、複数の法令によって重複し
て規制を受けることのないよう、各法の
適用範囲に係る指定基準を策定し、それ
に則って、重複適用を排除すべきであ
る。
少なくとも、さらなる合理化、整合化に
向けた措置として、機器・設備に適用さ
れる適用法令を装置ごとに一括して適用
することとすべきである。
第一段階として、例えば改造・増設を
伴わない変更（維持補修等）について
は、法令の重複適用を解消すべきであ
る。
また、高度の保安管理体制の確立を前提
として、以下の点につき検討すべきであ
る。①設備設置・変更の許認可制（事前
審査型規制）から規定遵守状況を適宜確
認する方法（実行監視型保安規制）への
移行②技術的事項（設備設置、検査等）
について法令の性能規定化の下、民間企
画の積極的活用③国際整合性のとれた保
安規制の整備

・工場を有する企業は、ＰＲＴＲ法（化
学物質管理促進法）に基づき、国に「電
子情報処理組織使用届出書」（化学物質
の排出データ等）を提出している。
・「電子情報処理組織使用届出書」の申
請は、インターネット上で入力できるこ
とになっているが、事前に都道府県知事
に届出書（氏名、住所等の申請者情報と
申請者押印）を提出することになってい
る。
・複数事業所を所有する企業では、届出
書の提出先が異なる可能性があり、また
行政により提出先の基準が異なる（都道
府県／市）等、企業にとって煩雑で負荷
がかかっている。
・また、国への提出データと同様のもの
を、再度自治体に提出するケースも多
く、非効率な体制となっている。

要望理由

その他
（特記事項）

複数事業所を所有する企業にとって、
｢電子情報処理施設組織使用届出書｣を都
道府県内の複数箇所に届出をしなければ
ならない。地方自治体の条例に基づく情
報提供も多く求められていることもあっ
て、ＰＲＴＲに係る届出事務は非常に多
い。
今後、ＰＲＴＲ法の普及・定着を図る
ためには、企業の事務負担を極力軽減さ
せ、円滑に利用できる仕組みを構築する
必要がある。

①工場を有する企業は、
PRTR法（化学物質管理促
進法）に基づき、政府に
対して｢化学物質の排出
量及び移動量の届出書｣
（化学物質の排出データ
等）を提出しなければな
らない。本件については
電子届出が可能となった
が、電子届出を行うため
には、事前に、｢電子情
報処理組織使用届出書｣
を都道府県ＰＲＴＲ担当
窓口に書面で提出する必
要がある。
②県内に複数事業所を所
有する企業において、｢
電子情報処理組織使用届
出書｣の提出先は、基本
的に都道府県とされてい
るものの、実際には県庁
のみならず、県の出先機
関や政令指定都市など、
都道府県内の複数ヵ所に
提出しなければならない
場合もある。

・今後、ＰＲＴＲ法は、対象企業を拡大
させていく動きがあるが、普及、定着の
ためにも、企業の負担を極力軽減させ、
円滑に利用できる仕組みを構築すること
が必須である。

コンビナート事業所の機器、設備は全
体で一つのシステムとして機能してお
り、保安諸法はそれぞれ異なる目的と対
象を有するものの、現状の規制はプラン
ト全体の総合的な保安確保の目的には必
ずしもそぐわないものとなっている。例
えば、石油精製、石油化学のプロセス
は、貯蔵タンクを除きほとんどが気液混
合の、大気圧を超える状態であるため、
消防法、高圧ガス保安法または労働安全
衛生法が複数適用され、許可申請、完成
検査（落成検査）、検査記録の作成・保
存等において、重複して行うことになっ
ている。（高圧ガス保安法と労働安全衛
星法は運用上、適用区分されている。）
「石油コンビナートに係る保安４法の合
理化・整合化促進に関する実務者委員
会」では、保安四法の重複適用を排除
し、整合化等合理化を進めるとしている
が、法改正を伴う抜本的な合理化は検討
されていない。申請・届出書類の様式統
一に止まらない合理化を実施すべきであ
る。一設備または一装置について一法令
の適用となれば、許認可にかかる手続が
簡素化され、負担が軽減される。また、
事業者の国際競争力の強化に寄与するこ
とが期待される。

石油コンビナートに適
用される保安諸規制は、
法ごとに異なる省庁が所
管することから、技術基
準、申請・立会要件等が
異なり、重複規制を受け
ることとなっている。
例えば、大気圧以上の
機器について、消防法で
は「圧力タンク」、高圧
ガス保安法では「ガス設
備、高圧ガス製造設
備」、労働安全衛生法で
は「圧力容器」と、異な
る名称で規制され、装置
を構成する一つひとつの
機器・設備までが複数の
法令により重複して規制
されている。
こうした規制の重複
は、技術基準の性能規定
化を推進する上で妨げと
なっているほか、事業者
は、基準の解釈と整合性
の確保、申請手続き、検
査への対応等、多大な負
担を強いられることと
なっている。

「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

「石油コンビナートに係る保安四
法の合理化・整合化促進に関す
る実務者検討委員会」における
検討結果を踏まえて、申請書類
石油コンビナート
の共通化、検討結果の相互活
等災害防止法
用等の様々な措置を講じてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

保安四法については、各法令の
趣旨目的により保安を確保する
ための規制が設けられていると
ころであるが、その更なる合理
化・整合化を図るため、「石油コ
ンビナートに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務
者検討委員会」における検討結
果を踏まえて、申請書類の共通
化、検討結果の相互活用等の
様々な措置を講じているところ
である。
また、今後も他の法令の基準に
よっても同等以上の安全性が確
保されるときは、整合化を図って
いくこととしている。
なお、高圧ガス保安法において
は既に、技術基準の性能規定
化や保安検査方法についての
民間規格の活用を進めていると
ともに、国際整合性のとれた保
安規制とすべく米国機械学会
（ＡＳＭＥ）の取り入れを行う等の
取組を行っているところである。

高圧ガス保安法

高圧ガス保安法
第４４条及び第４
９条の２
容器保安規則第
７条及び第１７条

高圧ガス保安法
第３９条の３第１
項及び第３９条
の５第１項
コンビナート等保
安規則第４１条
及び第４３条

容器の製造又は輸入をした者
は、経済産業大臣、高圧ガス保
安協会等が経済産業省令で定
める方法により容器検査を受
け、これに合格したものとして刻
印等がされているものでなけれ
ば、当該容器を譲渡し又は引き
渡してはならない。
容器検査においては、その容器
が経済産業省令で定める容器
の規格に適合するときは、これ
を合格とする。

認定完成検査実施者及び認定
保安検査実施者（認定検査実
施者）の認定については、本社
に役員を長とする保安対策本部
等を設置することを求めている。

ｃ

ｂ

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

その他

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

要望主体名

要望
事項番号

経済産業省、総

z1100016 務省、厚生労働 保安四法の一体的な保安規制

5067

50670001

11

石油化学工業協会

1

省

事業者が実験データを取得し例
示基準案を作成・提出し、安全
性を検証、評価した上で、安全
性が確認されれば所要の措置
を講じる。その後、登録を受けて
外国において本邦に輸出される
容器の製造の事業を行う者（外
国登録容器製造業者）が製造し
た容器であって、刻印等がなさ
れているものについては、容器
検査は不要となる。また、今後も
二重規制が生じないよう、関係
省庁と調整を図っていく。

z1100017

保安対策本部の長は、会社経
営全般において保安に係る各
種リソースの確保に努め、生産
計画等に保安上の要求を反映
させる等会社の最高意志決定
において保安面に係る配慮が
適切に行われることを確保する
役割がある。
この観点から、保安対策本部
の長は会社の最高意志決定機
関である取締役会のメンバーで
ある必要がある。
なお、保安に係る実務を行う
機関として、別途「保安管理部
門」等を認定要件の中に位置づ
けており、この長について取締
役の就任を求めているものでは
ない。

z1100018

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

高圧ガスや危険物等を多量に扱う石油
コンビナート事業所の保安確保の将来の
あり方として、設備全体を一つのシステ
ムとして管理する合理的な法体系の検討
を行い、保安規制のより一層の合理化を
進めていただきたい。
検討に当たっては、社会に開かれた高
度の保安管理体制の確立を前提とし、次
コンビナート事業所施設に対する一体 の点に主眼をおかれたい。
・設備設置・変更の許認可制（事前審査
システムとしての保安規制
型規制）から規定遵守状況を適宜確認す
る方式（実行監視型保安規制）に移行す
る。
・技術的事項（設備設置、検査等）につ
いて法令の性能規定化のもとに民間規格
の積極的活用を推進する。
・リスクの大小を考慮し国際整合性のと
れた保安規制とする。

石油コンビナートに適用される保安諸
規制は、法規ごとに各省庁に分割所管さ
れているため、技術基準、申請・立会要
件等が異なり、技術基準の性能規定化を
推進する上で妨げとなっているほか、事
業者は基準の解釈と整合性の確保、申請
手続き、官庁検査への対応などに多大の
労力が必要。
また法規が性能規定化されても採用が
認められる技術基準（規格）は個別法規
毎に異なったものとなる例が多い。
現行法規の枠内での保安四法の合理
化、整合化については保安四法整合化実
務者検討委員会の報告に基き、改善がな
されつつあるが、法改正などを伴う抜本
的な合理化・整合化の検討は当時の検討
の対象外とされた。
このような日本の規制の現状は、欧米
における１９７０年以前の状況に類似し
ている。

コンビナート事業所の各機器は全体で
ひとつのシステムとして機能する。現在
の保安諸法はこれを高圧ガス、危険物、
圧力容器、レイアウト等に分けて規制し
ている。各法は、それぞれ異なった目的
と対象を有しているものの、コンビナー
ト事業所に関する限り、所内の人と設備
の安全及び地域の安寧の確保という目的
は共通であり、これを分割規制するのは
プラント全体の総合的保安確保の目的に
はそぐわない。コンビナート事業者に設
備配置や自衛防災組識を義務づける石災
法と併せて、設備全体を一つのシステム
として管理し合理的な保安規制とする法
体系が必要である。特に、事業の国際化
により事業者は柔軟な技術基準の採用が
必要になっているが、保安四法の規制対
象が技術基準に及んでおりその制定・維
持管理に官民とも多大な労力と費用を要
している。なお、コンビナート事業所に
対する日本の規制の現状は、英米におけ
る1970年以前の状況に類似しており、日
本においても現在の社会と産業の実態に
即したものとはなっていない。
【効果】効果的な保安規制とすることが
でき、事業者の国際競争力の強化に寄与
する。

その他
（特記事項）

海外メーカーで生産された完成LPガス
自動車について、国連欧州経済委員会
（UN・ECE）自動車基準67号に基づく承
認を受けた燃料容器・付属品を採用する
ものについては、輸入時の容器・付属品
検査を廃止または省略すべきである。
また、LPガス自動車に関する規制につ
いて、自動車部分（国土交通省）と燃料
容器・付属品部分（経済産業省）間で、
二重規制が生じないよう調整を行うべき
である。

海外の自動車メーカー
でライン生産されるLPガ
ス自動車は、日本に輸入
する時点で、燃料容器・
容器付属品を取り外し、
検査を受けなくてはなら
ない。
また、取り外して検査
を受けることにより、
「製造国で完成された自
動車」でなくなり、自動
車型式認定を取得して販
売することができない。

商法改正に伴い、商法上の役員数は減
る傾向にある。取締役会の選任した者へ
の保安・防災に関わる責任と権限の委任
を可能とすることにより、より確実な保
安・安全体制の整備が期待される。

コンビナート等保安規
則では、完成検査に係る
認定の基準について、役
員を長とする保安対策本
部等の設置が求められて
いる。

5056

50560124

11

(社)日本経済団体連合会

124

輸入完成LPガス自動車に関する相互
承認制度の導入【新規】

高圧ガス認定保安検査実施者の要件
の緩和【新規】

5056

50560125

11

(社)日本経済団体連合会

125

高圧ガス認定保安検査実施者の要件
商法上の役員に加え、取締役会におい
の緩和【新規】
て委任された者も可能とすべきである。

12/40

要望理由

海外の自動車メーカーがライン生産を
行っているLPガス自動車を輸入しようと
する場合、国際的な基準認証に合格して
いるにも関わらず、輸入時点で車両から
いったん取り外し、日本国内で容器・付
属品の検査を受けなくてはならない。そ
の結果、国の型式認定が受けられなくな
り、事実上輸入ができなくなっている。
海外で生産され、わが国に輸入される可
能性のあるLPガス自動車は、容器・付属
品について、国連欧州経済委員会（UN・
ECE）自動車基準67号に基づいて、生産
国で認証を受けている。しかし、世界中
の殆どの国がこの基準で認証を受けた自
動車の輸入、型式認定等を認めている
中、日本はこの基準から離れて規制を
行っているため、消費者の自由な選択を
妨げることとなっている。ECE基準の認
定を受けた自動車部品を使用したLPガス
自動車が、日本で保安上、道路交通安全
上問題を生じるとは考えにくい。輸入の
実現により、年間40億円規模のビジネス
が創出されると見込まれるだけでなく、
地球環境の観点からも貢献が期待され
る。また、日本製のLPガス自動車の開発
促進と、海外市場を視野に入れたビジネ
ス創出も期待される。

経済産業省、 輸入完成LPガス自動車に関する相互
国土交通省 承認制度の導入【新規】

経済産業省

具体的事業の
実施内容

「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

第一種製造者は、製造のため
の施設の位置、構造若しくは設
備の変更の工事をし、又は、製
高圧ガス保安法
造をする高圧ガスの種類若しく
第14条第１項
は製造の方法を変更しようとす
コンビナート等保
るときは、都道府県知事の許可
安規則第14条
を受けなければならない。ただ
し、軽微な変更の工事をしようと
するときは、この限りでない。

電子署名及び認証業務に関
する法律においては、特定認証
業務（その方式に応じて本人だ
電子署名及び認
けが行うことができるものとして
証業務に関する
主務省令で定める基準に適合
法律施行規則第
する電子署名について行われる
６条第８号
認証業務）の任意的認定制度を
設けている。

平成１３年１２月より売掛債権担
保融資保証制度を利用する場
合に限り譲渡禁止特約の部分
解除を実施。
平成１６年７月より本省におい
て、利用目的を限定せず、譲渡
対象者を拡大する形で部分解
除を実施。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

１．製造のための施設の位置、構
造若しくは設備の変更の工事を伴
わない日常的な溶接補修について
は、高圧ガス保安法第１４条の許
可、届出は不要である。
２．他方、配管等の高圧ガス設備の
取り替えや既存設備に追加で部品
等を取り付けることについては、同
径・同材質・同強度の配管等であっ
ても、実際新たに取り付ける配管や
部品自体に不備はないか、またそ
れらと既存設備との接合部分に問
題はないかなどについて、事前に
審査を行うことにより、技術的に検
証することが不可欠であるため、原
則変更許可が必要である。よって、
安全性が確保されていないものを
「軽微な変更」とした場合には、取り
付け前に安全性を確認するための
審査を行うことができず、一時的と
はいえ、設備が危険性の高い状態
におかれる可能性があるため、高
圧ガス設備の「軽微な変更」の対象
を拡大することは困難。ただ、高圧
ガス設備（特定設備を除く。）の取り
替えの場合、大臣が認定した物品
への取り替え及び大臣が認定した
試験者の溶接については、安全と
認められるため軽微な変更としてい
る（コンビナート等保安規則第１４条
第１項第１号）。

ｃ

d

-

ｂ

Ⅳ

利用者の属性（利用者の氏名、住所
及び生年月日を除く。以下同じ。）につ
いての証明は本認定制度の対象外の
事項であるが、認定認証業務の電子証
明書に利用者の属性を記載することは
可能である。
また、属性認証の在り方については、
内閣官房、総務省、法務省、経済産業
省における検討の結果、次の結論に至
り、平成16年12月７日開催のＩＴ戦略本
部に報告したところである。
「現行制度の下で、行政書士、税理
士、社会保険労務士等の資格者団体
が認証局を運用し、本人性及び資格保
有を証明しているほか、国が資格者名
簿を有する医療関係者についても、現
行制度を前提として資格認証も含めた
認証基盤の整備を進めている。
このようなことからすると、他の公的
資格についても一定の信用性を担保し
た上での電子的証明が可能であると考
えられること、また、資格認証に関する
認定制度創設のニーズがないことか
ら、現時点においては、現行制度の下
でそれぞれの必要性等を踏まえ、認証
基盤を整備していくことが適当である。
なお、電子申請においては、資格者
等が代理人となって手続を行うことがで
きないシステムもあることから、引き続
き電子政府構築計画に基づき、代理人
による申請が可能となるよう対応してい
く必要がある。この際、地方公共団体に
対する電子申請においても、代理人に
よる申請が可能となるよう、政府として
その取り組みを促進していくことが重要
である。」

本省においては対応済。外局に
ついては、平成１６年度中の実
施を目途に検討中。

その他

管理コード

z1100019

制度の
所管官庁

経済産業省

項目

高圧ガス設備の軽微な変更届の対象
の拡大【新規】

総務省、法務
電子申請における属性認証の統一的
z1100020 省、経済産業 な方策の提示
省

z1100021

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】

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560126

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

126

要望事項
（事項名）

高圧ガス設備の軽微な変更届の対象
の拡大【新規】

要望理由

その他
（特記事項）

同径・同材質・同強度の配管の取り替
え、バルブの切り込み、D/C（ドレン
コック）、V/C（ベントコック）の取り
付け等で溶接する場合についても、軽微
な変更として対象を拡大すべきである。

現在、軽微な変更ならびに手続が不要
となる変更の範囲は極めて限定的となっ
ている。技術上の基準を維持するための
日常的な補修工事として行う、位置・構
造の変更を伴わない溶接行為について
は、軽微な変更の対象とし、不必要な手
続の負担を緩和すべきである。

高圧ガス保安法では、
高圧ガス設備の変更につ
いて、都道府県知事の許
可を不要とする軽微な変
更の工事について、コン
ビナート等保安規則にお
いて範囲を定めている。

法人の従業員等が電子申請を行う場合
の属性認証に関する国としての統一的な
方策を提示すべきである｡その上で、地
方公共団体に対する電子申請について
も、国と同様の措置が講じられるように
すべきである。

書面による申請においては、法人の代表者ではなく、従業
員等による手続が行われている場合がある。一方､電子的手
段による申請においては、代表者以外の申請者の法人におけ
る属性を証明できないため、あらゆる手続において代表者の
電子署名が必要となり、法人の公印管理部門の負担も大きく
なることから、電子申請の積極的な利用が妨げられている。
手続の内容によっては、代表者以外の者の電子署名があれば
足りると考えられるものもあることから、そのような手続に
ついては、書面による申請と同様、従業員等による手続を行
うことが可能となるよう、企業の従業員等の属性を証明する
手段に関する統一的な方策が示されるべきである。これに関
連して、「『e-Japan重点計画-2004』(案)に対する意見及び
それらについての考え方」(平成16年６月15日 IT戦略本部
資料)において、「政府においては、医師、弁護士等の資格
保有等の電子的手段による証明の検討と併せて、企業の従業
員等の属性認証についても検討しているところ」とされてい
るが、具体的な検討スケジュールを明示すべきである。
また、同資料において、「地方公共団体独自の申請手続に
ついては、それぞれの団体の判断に委ねられる」とされてい
るが、「電子政府構築計画(改定)」(平成16年６月14日 各
府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)においては、電子
政府構築の原則の一つとして、「独立行政法人、地方公共団
体、国会、裁判所等国の行政機関以外の機関との連携協力に
より、国民の利便性・サービスの向上等を総合的・一体的に
推進する」とされているところであり、国・地方の緊密な連
携による行政手続の情報化に向けた取組みの一環として、地
方公共団体に対する電子申請についても、国と同様の措置が
講じられることとすべきである。なお、「評価専門調査会第
二次中間報告書」(平成16年9月10日 IT戦略本部資料)にお
いても、「オンライン申請や届出の際、企業の従業員等の属
性を確認する手段について、統一的な施策を示すべきであ
る」とされている。

法人の従業員等が電子
申請を行う場合の役職、
所属等の属性認証につい
て統一的な方策が示され
ていない。

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。

具体的
要望内容

5056

50560135

11

(社)日本経済団体連合会

135

電子申請における属性認証の統一的
な方策の提示

5056

50560144

11

(社)日本経済団体連合会

144

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】

13/40

具体的事業の
実施内容

「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

平成１３年１２月より売掛債権担
保融資保証制度を利用する場
合に限り譲渡禁止特約の部分
解除を実施。
平成１６年７月より本省におい
て、利用目的を限定せず、譲渡
対象者を拡大する形で部分解
除を実施。

組合は、組合員の利用に支障
がない場合に限り、組合員以外
の者にその事業を利用させるこ
とができる。ただし、１事業年度
における組合員以外の事業の
利用分量の総額は、その事業
中小企業等協同 年度における組合員の利用分
組合法第９条の 量の総額の１００分の２０を超え
２第３項
てはならない。組合が組合員た
めに行う福利厚生事業のうち共
済事業についても員外利用が
許容されている。また、中小企
業等協同組合法に「准組合員」
制度に係る規定は存在しない。

関税暫定措置法 高硫黄Ｃ重油の関税率は、３，２
第２条第１項
０２円／ＫＬである。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

①ｃ
②ａ
③ｅ
④ｅ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

本省においては対応済。外局に
ついては、平成１６年度中の実
施を目途に検討中。

Ⅳ

中小企業等協同組合に規定さ
れている共同事業のうち、共済
事業を行う事業協同組合は、そ
の組合員に直接の奉仕をするこ
とを目的として共済事業を行う
事業体であるから、その利用者
は本来組合員に限られるべきで
あるものの、組合員の利用に支
障がない場合に限り、員外利用
を認めることで、恒常的な事業
量を確保することができ、むしろ
組合の事業経営が円滑になる
場合があり、組合員の福利厚生
向上に資することなどから員外
利用を一定分認めている。よっ
て、共済事業を行う事業協同組
合に限ったとしても員外利用を
廃止することは困難である。
なお、員外利用の管理の厳格
化、組合員資格の定期的な確
認による適切な管理に関する通
知を組合に対し本年度中に発
出し、指導監督を図る。
また、中小企業等協同組合法
に「准組合員」制度に係る規定
は存在しない。

Ⅰ

原油及び石油製品関税収入に
ついては、平成１７年度末まで
は石炭政策に係る借入金の返
済財源に利用されることが決
まっている。
平成１７年度以前に高硫黄Ｃ重
油関税の撤廃や関税率の見直
しを行うと、原油関税も含めたす
べての原油及び石油製品関税
を見直すことが不可避となり、石
炭対策の円滑な遂行が困難に
なるため、現時点では関税の撤
廃及び関税率を見直すことは困
難である。
ただし、平成１８年度以降の高
濃度Ｃ重油関税の在り方につい
ては、平成１７年度末までに見
直しを行う。

その他

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

z1100021

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

農林水産省、 会員・組合員等の共済利用要件の厳格
z1100022 経済産業省 化【新規】

z1100023

経済産業省

ハイサルファーＣ重油に係る関税の早
期撤廃

5056

5056

50560174

50560214

14/40

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

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）

34

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。

174

各種法令で認められている共済事業に
ついて、共済としての特定性を明確化す
るとともに、対象範囲を限定すべきであ
る。具体的には①員外利用の禁止、②員
会員・組合員等の共済利用要件の厳格 外利用を直ちに廃止できない場合は員外
利用比率管理に係る監督を強化、③「准
化【新規】
組合員」制度の廃止、④「准組合員」制
度が廃止できない場合は「准組合員」の
基準厳格化、⑤検査の一元化、を行うべ
きである。

①特定の集団を対象にする共済事業にお
いては、その特定性が明確でなければな
らない。また、員外利用や「准組合員」
制度を認める合理的な理由はない。
②上記要望項目の実現により、認可共済
と民間保険会社の保険との間で、それぞ
れに適用される規制を特性に応じたもの
に揃える効果がある。

特定の集団を対象にす
る共済事業において、そ
の特定性が明確でない。
また、員外利用や「准組
合員」制度が合理的な理
由なく認められている。

平成18年度以降のハイサルファーＣ重
油関税のあり方について、平成17年度ま
での間に、Ｃ重油の需要家の過大な負担
ハイサルファーＣ重油に係る関税の早
が是正されるよう見直しを検討すること
期撤廃
となっている。実質上の輸入障壁となっ
ている暫定税率を早急に廃止するべきで
ある。

ハイサルファーＣ重油に対して高率の
関税が課されていることにより、ハイサ
ルファーＣ重油の輸入が非常に困難に
なっており、結果として国内供給源に依
存せざるを得ない状況である。そのた
め、ハイサルファーＣ重油の国内消費の
5割を占める国内製造業の高コスト構造
改善や燃料調達ソースの多様化の大きな
障害となっている。国際市場価格での燃
料資材調達を可能とし、海外事業者と対
等の立場で公平な国際競争を行なえるよ
う、早急に高率の暫定税率を廃止する必
要がある。

ハイサルファーＣ重油
には輸入に際して、基本
の石油税（2,040円／キ
ロリットル）に加え、関
税暫定措置法により高率
の関税（3,202円／キロ
リットル）が課されてい
る。

214

「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

（１）我が国への石油供給が不
足する等の事態が生じた場合に
おいても、石油の安定供給を確
保し、国民生活の安定と国民経
済の円滑な運営に資するため
に、石油の備蓄の確保等に関
する法律に基づき、石油精製業
者等に対して、すべての油種を
石油の備蓄の確
対象に備蓄の義務を課してい
保等に関する法
る。 （２）国際的には、ＩＥＡは石
律第５条、第６条
油の純輸入量の９０日分につ
き、加盟国に対し備蓄義務を課
している。 （３）我が国は、原油
５，１００万KLの国家備蓄に加
え、石油精製業者等に対して前
１２か月の石油生産量等の７０
日分を基準備蓄量とする備蓄義
務を課している。

電気事業法第５
０条の２
電気事業法施行
規則第７３条の２
の２、第７３条の
３、第７３条の６

電気事業法第４８条第１項の規
定による届出をして設置又は変
更の工事をする事業用電気工
作物で、出力３万ＫＷ未満で
あってダムの高さが１５ｍ未満
の水力発電所以外のものを設
置する者は、経済産業大臣が行
う審査を受けなければならな
い。また法第５０条の２第３項に
よる審査の時期は、施行規則７
３条の３において、岩盤検査、湛
水検査、工事完了検査の工事
の工程に行うものとしている。

火力発電所については、稼働
電気事業法第４
中・休止中を問わず、ボイラー・
３条第１項、電気
タービン主任技術者及び電気主
事業法施行規則
任技術者を選任しなければなら
第５２条第１項
ない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｂ

b

措置の概要
（対応策）

−

ＩＥＡ加盟国は石油の純輸入量の９０日
分の備蓄義務を課せられているととも
に、協調的緊急時対応措置等に対応す
るための備蓄を保有していなければな
らないが、我が国の備蓄水準は他のＩＥ
Ａ主要加盟国の備蓄水準と比べて未だ
十分とは言えない状況であることから、
現在の我が国の石油備蓄（国家備蓄及
び民間備蓄）の水準を引き下げること
は適切でない。また、現在の我が国の
国家石油備蓄量はおよそ５，１００万Ｋ
Ｌであり、予算や蔵置場所等の制約を
勘案すると、これ以上の積み増しは現
状では困難。一方、民間備蓄は、大部
分が製油所や油槽所といった石油企業
の生産・流通過程の中で保有されてお
り、また原油についても個々の製油所
の精製工程に適合した形で保有されて
いることから、速やかに流通経路にの
せることができ、より消費者に近い製品
の形で迅速な供給が可能という点で機
動性に優れている。
かかる状況を踏まえ、民間備蓄につい
ては生産量等の７０日分の備蓄義務を
維持することが必要。なお、ＩＥＡ加盟主
要国においても民間企業の自家消費用
の輸入に同程度の水準の備蓄義務が
課せられていることから、自家消費を目
的とするＣ重油に備蓄義務が課せられ
ていることが必ずしも国際競争力の低
下を招く要因になっているとは言えず、
国際競争力の観点から見ても、エネル
ギーセキュリティ確保のためには、自家
消費を目的とするＣ重油の備蓄義務の
水準を維持することは適当である。

Ⅲ

現行制度は、ダムを有する水力
発電所の設置工事は５年から１
０年の長期にわたり、発電所の
完成後の最終検査工程では、
岩盤の健全性及びダム構造物
の健全性を確認できないことか
ら、安全確保上、重要な工程で
安全管理審査を実施しているも
のである。したがって、要望に対
しては、保安実績や根拠となる
データ等を踏まえ、安全の確保
が十分に可能か否かという観点
から検討を行った上で、結論を
得ることとしたい。

Ⅳ

火力発電所の休止の実態等を
踏まえ、電気主任技術者及びボ
イラー・タービン主任技術者を不
選任とすることについて、所要
の検討を行い結論を得る。

その他

管理コード

z1100024

z1100025

z1100026

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

ハイサルファーＣ重油に係る備蓄義務
の免除・軽減

発電用水力設備における安全管理審
査の見直し【新規】

休止中の火力発電所における主任技
術者不選任の容認【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560215

50560216

50560217

15/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

215

216

217

要望理由

その他
（特記事項）

自家消費を目的とする需要家に対する
ハイサルファーＣ重油に係る備蓄義務
備蓄義務を免除・緩和し、事業者の負担
の免除・軽減
軽減を図るべきである。

備蓄のコストが製造業の国際競争力の
低下を招いている。なお、平成８年１月
に、石油公団内に空タンク情報の提供を
行う「石油タンク情報センター」が設置
され、また、備蓄石油購入資金に対する
低利融資が実施されているほか、既存の
備蓄会社のキャパシティを活用して、小
規模の備蓄義務者が容易に義務を履行で
きるスキームが公団内で既に実施されて
おり、備蓄義務者の負担軽減のための対
策が図られている。しかし、これらを利
用しても結局のところメーカーがそのコ
スト分を負担せざるを得ない。

ハイサルファーＣ重油
を輸入する際には、自家
消費を目的とする需要家
にも70日分の備蓄義務が
課されている。

発電用水力設備の設置・変更の工事の
うち、電気事業法に基づき工事の工程中
に行なわれている安全管理審査を廃止
し、工事完了時に行う安全管理審査に一
本化すべきである。

ダム、貯水池及び調整池に関しては、
河川法に基づき、工事の工程中に検査を
受検しており、電気事業法における所要
の機能を満足していることを確認してい
る。具体的には、電気事業法の法定使用
前自主検査のうち、基礎地盤、ダム及び
洪水吐、洪水吐ゲートその他放流設備、
貯水池又は調整池、湛水計画などの検査
が、河川法の基礎地盤検査あるいは完成
検査と重複している。これらを工事完了
時に行う安全管理審査に一本化すること
で大幅な負担削減が可能になる。

発電用水力設備の設
置・変更の工事において
は、電気事業法に基づく
法定自主検査（岩盤検
査、湛水検査、一部使用
検査、工事完了時検査）
を実施し、これに関する
安全管理審査を受審して
いるが、これらのうち、
ダム、貯水池及び調整池
に関するものについて
は、河川法に基づく検査
（基礎地盤検査、一部使
用検査、完成検査）も受
検している。

休止期間中の火力発電所は、①燃料装
置内の残処理を確実に行なう等の対策処
置を実施しており、休止期間中は稼動す
ることがないため、電力の供給支障など
運用に関する保安上の問題を起こすこと
は考えられず、②維持に関しては、運転
再開に向けた工事を実施する際には主任
技術者を選任し、設備診断及び対策工事
を行なうこと、などから、休止期間中の
火力発電所における主任技術者について
は、不選任としても保安上の問題はな
い。

発電所が休止中であっ
ても、保安上支障がない
ように電気工作物を維持
するため、主任技術者を
選任しなければならな
い。 火力発電所の場
合、電気主任技術者とボ
イラー・タービン主任技
術者について、それぞれ
要求されている技術分野
が異なること等の理由か
ら別々に選任することと
されている。
電気主任技術者について
は一定の範囲内で離れた
事業所間の兼務が認めら
れているが、ボイラー・
タービン主任技術者につ
いては既に選任されてい
る事業所と兼務する事業
所が同一または隣接の構
内である場合に限って兼
務が認められている。

要望事項
（事項名）

発電用水力設備における安全管理審
査の見直し【新規】

休止中の火力発電所における主任技
術者不選任の容認【新規】

具体的
要望内容

休止期間中の火力発電所の電気主任技
術者及びボイラー・タービン主任技術者
について、選任を不要とすべきである。

具体的事業の
実施内容

「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

電気事業法第４
３条第１項、電気
事業法施行規則
第５２条第１項及
び第２項並びに
第５３条第２項、
平成１５年経済
産業省告示第２
４９号

自家用電気工作物であって出
力1000kW未満の発電所（原子
力発電所を除く。）を設置する者
は、当該発電所を管理する事業
場の工事、維持及び運用に関
する保安の監督を委託する契
約を一定の要件に該当する者と
締結しているものであって、保
安上支障がないものとして経済
産業大臣又は経済産業局長の
承認を受けた場合に、当該事業
場に電気主任技術者を選任しな
いことができる。この一定の要
件には、発電所の点検を内燃力
発電所については毎月２回以
上、燃料電池発電所については
毎月１回以上（ただし、設置、改
造等の工事期間中は毎週１回
以上）、太陽電池発電所につい
ては出力100kW以上のものは隔
月１回以上及び出力100kW未満
のものは毎年２回以上、風力発
電所については毎月１回以上、
その他の発電所については毎
月２回以上（ただし、設置、改造
等の工事期間中は毎週１回以
上）の頻度で行うことが含まれて
いる。

原子力災害対策
特別措置法施行
規則第９条及び
第２１条

A型輸送物、ＩＰ−２型輸送物、Ｉ
Ｐ−３型輸送物については、放
射線量の観点から、火災、爆発
等により一定の放射線量を検出
した場合には、原子力緊急事態
となり得るため、放射性物質の
漏えいに関しても通報基準を定
めている。

原子力防災管理者は、原子力
事業所の境界付近において政
令で定める基準以上の放射線
原子力災害対策
量が検出された場合等には、主
特別措置法第７
務大臣、所在都道府県知事、所
条及び第１０条
在市町村長、関係隣接都道府
県知事に通報しなければならな
いこととされている。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｃ

d

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

設置数の多い内燃力発電所及
びガスタービン発電所の点検頻
度については、本年度末まで委
託調査を実施し、その結果を踏
まえて平成１７年度に所要の改
正等を行う。その他の発電所に
ついては、予算要求中の平成１
７年度から平成１９年度までの
委託調査事業の中で点検頻度
について検討を行う予定であ
り、その結果を踏まえて平成２０
年度に所要の改正等を行う。

Ⅲ

原子力災害対策特別措置法に定める
原子力緊急事態のうち、事業所外運搬
に係る事象は、放射性物質の漏えいに
関するもののほか、放射線量に関する
ものがある。
「放射性物質の漏えい」の観点からは、
原子力災害対策特別措置法施行規則
第２１条第２号において、Ａ２値の放射
性物質が容器から漏えい又は漏えいす
る蓋然性が高い状態にあることを原子
力緊急事態に該当する事象としてい
る。これに関し、A型輸送物について
は、収納している放射性物質の量がＡ
２値以下であることから原子力緊急事
態にはなり得ず、また、ＩＰ−２型、ＩＰ−
３型輸送物については、Ａ２値以上収納
されていても漏えいした放射性物質か
ら一定以上の被ばくを受けないような収
納物であることから、施行規則第２１条
第２号において原子力緊急事態の対象
から除外されているところ。
一方、「放射線量」の観点からは、原子
力災害対策特別措置法施行令第６条
第３項第３号において、輸送容器の型
によらず、容器から１メートル離れた場
所において、１０ｍＳｖ／ｈ以上の放射
線量が測定された場合を原子力緊急
事態に該当する事象としている。
つまり、Ａ型輸送物、ＩＰ−２型輸送物、Ｉ
Ｐ−３型輸送物のいずれについても、事
故等の状況によっては原子力緊急事態
になり得ると想定されており、この観点
から、これらの輸送物に関し「放射性物
質の漏えい」に関する通報基準を定め
ることは原子力災害対策特別措置法の
目的を超えるものではない。

Ⅰ

本件については、平成１６年７月
２８日付けの文部科学省及び経
済産業省からの通知文書によ
り、所在市町村から水域を隔て
て位置している市町村であっ
て、行政区画上所在市町村と陸
続きで隣接していないものの取
扱いについて、ＥＰＺに従って、
都道府県地域防災計画におい
て定められている範囲に市町村
の陸域の一部又は全部が位置
している場合には、当該市町村
を隣接市町村として取り扱うこと
とした。
このことにより、当該隣接市町
村を包括する都道府県知事に
ついては、原子力災害対策特別
措置法における関係隣接都道
府県知事として取り扱うことと
なっている。

その他

管理コード

z1100027

制度の
所管官庁

経済産業省

項目

随時巡回式発電所における委託電気
主任技術者による点検回数の見直し
【新規】

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560220

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

220

文部科学省、 使用済み燃料輸送容器等の事業所外

z1100028 経済産業省、 運搬時の原子力災害対策特別措置法
国土交通省

z1100029

5056

50560222

11

(社)日本経済団体連合会

222

による通報義務の適用除外

文部科学省、 原子力災害対策特別措置法の関係隣
経済産業省 接都道府県の定義変更

5056

50560223

16/40

11

(社)日本経済団体連合会

223

要望理由

その他
（特記事項）

電気設備の技術基準の解釈第51条第１
項に規定される発電所（以下、随時巡回
式発電所）として認められている発電所
では、電気主任技術者を選任しない事業
所における委託電気主任技術者による点
検は随時とし、点検回数は電気主任技術
者が保安上必要とする回数とするべきで
ある。

随時巡回式発電所は、技術員の監視が
なくとも異常が生じた場合に安全かつ確
実に停止する保護装置の設置が義務付け
られていることにより（電気設備に関す
る技術基準を定める省令第46条及び「電
気設備の技術基準の解釈について」第51
条）、電気主任技術者が担保すべき保安
を確保している。また、委託電気主任技
術者の点検項目は、原動機の潤滑油の圧
力・温度、燃料使用量、燃料ガス圧、及
び、発電機の回転数、電圧、電流、軸受
け固定子の温度等（関東電気保安協会の
例）となっており、これらの項目に着目
して発電設備の運転状況を確認してい
る。当該発電所が随時巡回式発電所であ
る場合は、これらの項目に異常が生じた
とき、前述の保護装置により安全かつ確
実に停止するので、点検を随時としても
保安の確保が出来る。保護装置自体の保
全についても、使用者が行なう日常点
検、製造者が定めるメニューに基づいて
製造者及びメンテナンス会社が行なう定
期点検の対象となっている。

委託電気主任技術者によ
る発電所（小出力発電設
備を除く）の点検回数
は、次のように定められ
ている。
内燃力発電所・ガスター
ビン発電所・水力発電
所：毎月２回以上。
燃料電池発電所・風力発
電所：毎月１回以上。
太陽電池発電所 100キ
ロワット以上：隔月１回
以上、100キロワット未
満：毎年２回以上。

原子力緊急事態に該当する漏えいが理
論的に発生しないA型輸送物と原子力災
害対策特別措置法施行規則第21条第２号
使用済み燃料輸送容器等の事業所外 で原子力緊急事態から除外されている低
運搬時の原子力災害対策特別措置法 比放射性物質（IP-2型輸送物及びIP-3型
輸送物）の運搬についても、L型とIP-1
による通報義務の適用除外
型輸送物と同様に、原子力災害対策特別
措置法第10条の通報対象から除外すべき
である。

原子力災害対策特別措置法は、原子力
災害から国民の生命、身体及び財産を保
護することを目的としており、事態が進
展しても原子力災害が発生しない事象に
まで通報を求めるのは法の目的を超える
ものである。
「『全国規模での規制改革要望』に対
する各省庁からの再回答について」（平
成16年1月29日内閣府）において、「A型
輸送物、IP-2型輸送物、IP-3型輸送物に
ついては、漏えいが100％ありえないと
は言い切れないので除外することは困
難」であるという回答があったが、要望
理由は、原子力災害対策特別措置法第10
条の通報基準（漏えいのおそれがある）
に該当する可能性を否定しているのでは
ない。原子力災害対策特別措置法第15条
の原子力緊急事態（一定以上の漏えいの
おそれがある）に該当する可能性がない
輸送物に対してまで、通報義務を課すこ
とは、法の目的の範囲を超える規制であ
ると考えるから、上記の要望を行なって
いる。
なお、A型輸送物にはA2値（原子力緊
急事態となる漏えい量）を超える放射性
物質は含まれていないため、万が一漏え
いがあったとしても原子力災害が発生す
る可能性はない。また、IP型からの漏え
いについても、もし漏えいが発生したと
しても、法令上、原子力緊急事態に該当
しない。

原子力緊急事態（原子
力災害対策特別措置法の
第15条で定義）に至る恐
れのない、低レベル放射
性廃棄物や中に使用済み
燃料が入っていない使用
済み燃料輸送容器を輸送
する場合にも、原子力災
害対策特別措置法第10条
に基づく関係機関への通
報が義務付けられてい
る。特に、事業所外運搬
の際には、周辺に影響の
ない極微量の放射性物質
の漏えいであっても、通
報をすることとなってい
る。

原子力災害対策特別措置法の第7条第2
項の「関係隣接都道府県」に関する記載
「当該原子力事業所の区域をその区域に
含む市町村に隣接する市町村を包括する
都道府県の都道府県知事」を、防災指針
で定められているEPZのような距離の概
念を入れ、実際に対策が必要な都道府県
原子力災害対策特別措置法の関係隣
が含まれるように「当該原子力事業所の
接都道府県の定義変更
防災対策を重点的に実施すべき地域の範
囲を含む市町村を包括する都道府県の都
道府県知事」のような規制に変更すべき
である。
なお、この場合、「関係隣接都道府
県」から「関係周辺都道府県」へと名称
を変更することが適切である。

原子力事業所の「当該原子力事業所の
防災対策を重点的に充実すべき地域の範
囲」に含まれる市町村を有する都道府県
でも、その都道府県が所在市町村に隣接
していない場合、原子力事業者からの原
子力災害対策特別措置法第10条に基づく
通報を受ける権利がないので、住民の安
全対策上問題が多い。「『全国規模での
規制改革要望』に対する各省庁からの再
回答について」（平成16年1月29日内閣
府）において、本要望に対して、「防災
業務計画等において対応するのが望まし
い」という回答があったが、関係隣接都
道府県でない都道府県は、原子力事業者
防災業務計画の協議対象ではないため、
都道府県が独自に地域防災計画等で対策
を定めても、それを原子力事業者防災業
務計画に効果的に反映できる体制となっ
ていない。また、現在、都道府県境を有
していない事業所所在市町村が、都道府
県境を有している周辺市町村と合併する
ことにより、隣接する都道府県が新たに
関係隣接都道府県となることは、合併の
前後で行政区分が違っただけで防災上の
対応の必要性の有無が変わる、という不
合理な事態になる。
この件について、昨年度の回答では「市
町村合併に伴う通報等の必要性の有無に
ついては、防災業務計画等において、地
域の特性に応じ柔軟に対応することが望
ましい」との内容であったが、通報は法
令に基づいた措置であり、防災業務計画
等で通報しないことを定めることは出来
ず、柔軟な対応は行なえない。

原子力災害対策特別措
置法上の関係隣接都道府
県は、原子力事業所から
の距離に関係なく定めら
れる。
このため、原子力事業
所から遠く離れていても
関係隣接都道府県になる
可能性がある一方、原子
力事業所の近く（防災指
針において定められた
「当該原子力事業所の防
災対策を重点的に充実す
べき地域の範囲（EPZ)」
の目安の距離内）でも、
関係隣接都道府県に入ら
ないケースがある。
更に、合併等で市町村
の境界が変更された場
合、原子力事業所の設備
等に何ら変更がなくと
も、関係隣接都道府県が
変更になる可能性があ
る。

要望事項
（事項名）

随時巡回式発電所における委託電気
主任技術者による点検回数の見直し
【新規】

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

「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

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

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

要望主体名

要望
事項番号

c
（ダム
を利用
しない
電気事業者によ
場合
る新エネルギー
の未
等の利用に関す
使用
る特別措置法
落差を
第２条
ダムを用いない１０００ｋｗ以下 利用し
電気事業者によ の水力を対象としています。 た発電
る新エネルギー
設備
等の利用に関す
につい
る特別措置法施
ては、
行令 第１条
その状
況に
よって
はｄで
措置
可能）

電気事業法第48
条第1項
電気事業法施行
令第9条
電気事業法施行
規則第65条第1
項
電気関係報告規
則第4条

電気設備の技術基準を定める
省令第50条において、電気の供
給に対する著しい支障を防ぎ、
かつ、保安を確保するために必
要なものの相互間には、電力保
安通信用電話設備を施設しなけ
ればならないと規定されている。
電力用保安通信設備は、工事
計画事前届出対象設備ではな
いが、電力用保安通信設備に
係る非常用予備発電装置につ
いては、公害防止の観点から電
気事業法施行規則第65条第1
項第2号に規定される別表第4
に基づき工事計画の事前届出
を求めており、電気事業法施行
令第9条の所管区分に従って本
省又は局に、また、変更等につ
いては電気関係報告規則第4条
に基づき本省又は局に届出す
ることをそれぞれ規定している。
設備の廃止については、局に
届出することを規定している。

鉱業法第１４条第３項に、「鉱
区の面積は、３５０ヘクタールを
こえることができない。但し、鉱
物の合理的開発上やむを得な
いときは、この限りでない。」と規
鉱業法
定されている。
第１４条第３項
なお、鉱業法の施行に係る基
本通達中に「試掘鉱区であって
も、鉱物の合理的開発上必要が
ある場合には最高面積を超える
ことを認める」と定められてい
る。

b

ｄ

Ⅱ

ＲＰＳ法における「水力」は、水
力発電について、普及可能性や
環境負荷の回避の観点から規
模を限定したもので、維持流量
発電はダムと一体のものと解し
ており、増設した発電設備及び
分岐水路については、大規模な
発電設備の開発を促しかねない
と考えていることから範囲を拡
大することはできない。
なお、未利用落差を利用したも
のについては、ダムを用いない
ものであり、１０００ｋｗ以下の水
路式と解されるのであれば対象
となります。

Ⅱ

要望内容及び実態等を精査し
たうえで、所要の改正等につい
て検討する。

−

鉱業法第１４条第３項に「鉱区
の面積は、３５０ヘクタールをこ
えることができない。但し、鉱物
の合理的開発上やむを得ないと
きは、この限りでない。」と規定さ
れているが、鉱業法の施行に係
る基本通達中に「試掘鉱区で
あっても、鉱物の合理的開発上
必要がある場合には最高面積
を超えることを認める」と定めら
れているところである。
別の通達において、海底の区
域における石油、アスファルト及
び可燃性天然ガスを目的とする
試掘権を採掘権に転願する場
合については、上記法第１４条
第３項但書の適用に係る現行運
用を緩和して、最高面積を超え
る鉱区面積を設定してもよいと
されているが、上記基本通達に
かんがみれば、特定の鉱業権
者に広範な区域を独占せしめる
ことを避けて機会均等をはかる
第１４条の制度趣旨に反するこ
となく、また鉱物の合理的開発
上やむを得ない場合には、試掘
鉱区（海底か陸上かを問わず）
についても最高面積を超える鉱
区を設定することを妨げるもの
ではない。

z1100030

z1100031

z1100032

経済産業省

経済産業省

経済産業省

電気事業者による新エネルギー等の利
用に関する特別措置法（RPS法）におけ
る対象エネルギー（中小水力発電）の
見直し【新規】

電力保安通信用非常用予備発電装置
に関する届出先の見直し【新規】

鉱業法に定める試掘鉱区の面積制限
見直し

5056

5056

5056

50560224

50560226

50560227

17/40

11

11

11

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

224

226

227

要望理由

その他
（特記事項）

RPS法の対象となる中小水力発電につ
いては、1,000キロワット以下の水路式
水力発電所に限られているが、下記につ
いては環境負荷も小さいことから、対象
を拡大するべきである。
①RPS法対象範囲外の発電所であって
も、新たなダム開発を伴わない次の場合
には、その出力が対象範囲内であれば
RPS対象とする。
・維持流量、未利用落差を利用した発電
設備
電気事業者による新エネルギー等の利 ・増設した発電設備（例）発電所全体の
用に関する特別措置法（RPS法）におけ 出力が5,000キロワットの水路式水力発
る対象エネルギー（中小水力発電）の 電所において、新たに水路を増設せず
に、既設水路から分岐して700キロワッ
見直し【新規】
トの水車発電機を増設した場合、増設分
の700キロワットをRPS対象とする。
②既設のRPS認定発電所が、設備の更
新・リプレイスによって対象範囲を超え
た場合、対象範囲以下の分については
RPS対象とする。
（例）1,000キロワットのRPS認定発電所
が､設備の老朽に伴う更新の結果、1,100
キロワットとなった場合、発電所出力の
うち1,000キロワットまではRPS対象とす
る。

現状のRPS対象範囲では、環境面・コ
スト面から新規に開発できる地点が少な
い。そのため、クリーンかつ再生可能エ
ネルギーの主力である水力開発のインセ
ンティブが働かず、水力のプライオリ
ティも低下することが予想される。

平成15年４月から電気
事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特
別措置法（RPS法）が施
行され、中小水力発電の
RPS対象については、
1,000キロワット以下の
水路式に限定されてい
る。

工事計画の届出先を、電圧区分に関係
電力保安通信用非常用予備発電装置
なく管轄地域の経済産業局長とするべき
に関する届出先の見直し【新規】
である。

平成７年の電気事業法改正前は、電力
保安用通信設備に関わる工事は、事業用
電気工作物の付帯設備として届出が義務
付けられていたため、当該事業用電気工
作物の電圧区分に合わせた届出先が指定
されていた。 しかし､現在は、事業用
電気工作物としての届出（電気事業法施
行規則別表第２）の対象外であり、非常
用予備発電装置は、ばい煙発生施設に該
当する電気工作物にあたる場合に工事の
届出が義務付けられている（電気事業法
施行規則別表第４）。ばい煙発生施設で
あるために届け出をすることが義務づけ
られているのであれば、その燃焼能力等
の大気汚染防止法に基づく基準が意味を
持つものであり、附帯先である電気工作
物の電圧階級の区分で届出先を変更する
必要はないはずである。

電力保安通信用の非常
用予備発電装置について
は、大気汚染防止法に規
定するばい煙発生施設に
該当する場合、その設
置・変更について工事計
画の届出、また、その廃
止について廃止の届出が
それぞれ必要である。設
置・変更の届出先は、電
圧30万ボルト未満の電力
系統に係る保安通信設備
の工事に関するもののみ
が設置場所を管轄する経
済産業局長であり、それ
以外は経済産業大臣と
なっている。なお、廃止
については、電圧区分に
関係なく経済産業局長と
なっている。

既に海洋における採掘鉱区において
は、鉱物を本格的に採掘する上でやむを
得ないと判断された場合、面積の拡大が
個別に認められている。鉱物の有無、品
質、鉱量等の探査を目的とする海洋試掘
鉱区の面積についても、鉱業法上の規定
を「陸上鉱区の面積は350ヘクタール、
海洋鉱区の面積は3500ヘクタールを超え
ることが出来ない」と改めて、鉱区面積
制限を緩和すべきである。

海洋における石油開発は巨額な投資を
必要とすることから、探鉱対象について
も期待埋蔵量規模の大きな広がりの大き
い構造が対象となるため、広範囲に鉱区
を設定し探鉱作業を進めるのが国際的に
通常となっている。現行の鉱業法では、
試掘鉱区の面積上限が350ヘクタールと
されており、その結果として保有する試
掘鉱区数が増え、探鉱段階における鉱区
税を含む鉱区維持管理費用の負担が非常
に高額になっている。探鉱事業そのもの
が出油成功確率の極めて低い事業であ
り、特に海洋探鉱は巨額な探鉱投資を必
要とする上、石油の販売収入のない探鉱
段階において、高額な鉱区維持関連費用
を負担することは探鉱促進の大きな足か
せとなっている。従来、試掘・採掘鉱区
を問わず鉱区面積の拡大を要望してきた
ところ、経済産業省からは、採掘鉱区の
面積に関してのみ鉱床の状況に応じて拡
大に応じるとの回答を得ているが、試掘
鉱区の面積に関してはいまだ認められて
いない。海洋における試掘段階における
鉱区維持費用の負担が非常に大きいこと
から、試掘鉱区の面積の拡大を強く要望
する。

鉱業法の適用を受ける
鉱物資源の中で、石炭、
石油、アスファルト及び
可燃性天然ガスの鉱区面
積は、15ヘクタール以上
350ヘクタール以内､但
し、鉱物の合理的開発上
やむを得ない時はこの限
りでない、とされてい
る。

要望事項
（事項名）

鉱業法に定める試掘鉱区の面積制限
見直し

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

「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

電気事業法第43
条第1項
電気事業法施行
規則第52条第1
項
経済産業省告示
第３３３号

制度の現状

ボイラータービン主任技術者
は、事業用電気工作物を設置す
る者が、その従業員から選任し
なければならない。なお、電気
事業法施行規則第５２条第1項
に規定される告示に定める場合
にあっては選任の必要がない。

電気事業法第55
条第1項
電気事業法施行
規則 第94条第1
項、第94条の2第
1項第2号・第3 炉頂圧ガスタービンを含むガス
号、第2項
タービン設備については出力１
火力設備におけ 万キロワット以上のものについ
る電気事業法施 ては２年、１万キロワット未満の
行規則第94条の ものについては３年毎に定期事
2第2項第1号に 業者検査を行うこととなってい
規定する定期自 る。ただし、運転時間15,000時間
主検査の時期変 及び３年のいずれか早い時期を
更承認に係る標 限度に時期の延長を承認するこ
準的な審査基準
とができる。
例及び申請方法
等について（平
成15年3月31日
平成15・02・19原
院第6号）

電気設備に関す
る技術基準を定
める省令（電技
省令）第７２条

特別高圧の電気設備は、充電
状態で放電を伴うことが多いこ
とから、電技省令第６８条及び
第６９条各号に規定する感電・
火災等の危険のある場所に施
設することを原則として禁止して
いる。しかし、特別高圧の電気
設備であっても、設備外部の可
燃性ガスに引火しないよう措置
されている設備もあることから、
ただし書きで例外となる設備を
定めている。
なお、平成１６年７月に石油精
製所で使用される同期電動機、
誘導電動機等は、このだだし書
きで例外となる設備として追加さ
れている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

b

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

ボイラー・タービン主任技術者
のアウトソーシングについては、
その導入に係る要件や実現可
能性等について所要の検討を
行い、結論を得る。

炉頂圧ガスタービンの運転実態
等を踏まえ、定期事業者検査の
時期延長について検討を行い、
結論を得る。

今回要望の設備については、日
本電気技術規格委員会（ＪＥＳ
Ｃ）等により火災防止等の観点
からの安全性が確認され次第、
所要の改正等を行う。

その他

管理コード

z1100033

z1100034

z1100035

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

ボイラータービン主任技術者のアウト
ソーシング【新規】

炉頂圧ガスタービンの定期自主検査の
周期延長

製油所装置内における特別高圧電気
設備の設置 【新規】

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560228

50560230

50560231

18/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

228

230

231

要望理由

その他
（特記事項）

ボイラータービン主任技術者につい
て、設備受託事業者等の事業用電気工作
物を設置する者以外から選任できるよう
にすべきである。

マイクロガスタービンの市場への普及
が進み、ボイラータービン主任技術者に
ついて事業用電気工作物を設置する事業
者の従業員以外から選任できるようにし
てほしいというニーズが高まっている。
設備受託事業、ＥＳＣＯ事業者（エネル
ギーサービス事業者）等の新しい事業形
態も生まれ、これらの事業者が需要家の
ガスタービン発電設備の運転管理を行う
ことも含めて包括的なエネルギーサービ
スを提供することは、エネルギーの効率
供給にも資するものである。電気主任技
術者について既に認められているのと同
様に、これらの事業者と設置者との間で
保安管理業務について委託契約を締結
し、ボイラータービン主任技術者選任を
事業者にアウトソーシングできるように
すべきである。

ボイラータービン主任
技術者は、事業用電気工
作物を設置する者が、そ
の従業員から選任しなけ
ればならない。

定期自主検査時期の延長承認におい
て、１回の検査で認められる延長期間の
炉頂圧ガスタービンの定期自主検査の 限度を、炉頂圧ガスタービンについて
は、運転が開始された日または前回の検
周期延長
査後4年とし、他の自主検査制度との整
合化を図るべきである。

わが国産業の国際競争力強化の観点か
ら、石油精製装置に関する規制緩和が進
み、高圧ガス設備の連続運転期間は2年
から4年に（高圧ガス保安法）、ボイ
ラー一圧容器の連続運転期間も2年から4
年に延長された（労働安全衛生法）。し
かし、電気事業法において、炉頂圧ガス
タービンの定期自主検査の周期の見直し
が進んでいないため、2年または3年で装
置全体を停止せざるを得ず、規制緩和の
成果を活用できない状態となっている。

炉頂圧ガスタービンの
定期自主検査の周期は、
出力1,000キロワット以
上10,000キロワット未満
のものについては3年、
出力10,000キロワット以
上のものについては2年
とされている。

新しいプロセス技術の登場、設備の大
型化に伴い、特別高圧設備が必要とな
る。この条項で特別高圧の電気設備の設
置を禁止する理由は、「特別高圧設備で
は充電状態で放電することが多い」とし
ているが、現在は絶縁材料ならびに絶縁
技術の改善により、たとえ特別高圧とい
えども適切な措置を行えばその心配はな
い。参考までに、防爆電気設備に関する
国際規格であるＩＥＣ60079シリーズに
おいては、電圧による制限はない。

「電気設備に関する技
術基準を定める省令」第
72条により、特別高圧の
電気設備は、省令第68条
及び第69条の規定する場
所には、設置してはなら
ないとされている。ただ
し、同条但し書きで、可
燃性ガス等に着火する惧
れがないような措置が講
じられた静電塗装装置及
びこれに電気を供給する
電気設備を設置するとき
は、この限りではないと
定められているにも関わ
らず、石油精製事業所の
装置内で特別高圧の電気
設備が使用できない状況
にある。

要望事項
（事項名）

ボイラータービン主任技術者のアウト
ソーシング【新規】

製油所装置内における特別高圧電気
設備の設置 【新規】

具体的
要望内容

石油精製事業所の装置内において、可
燃性ガス等に着火する惧れがないように
措置された電気設備は、特別高圧であっ
ても設置、使用できるよう措置すべきで
ある。

具体的事業の
実施内容

「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

・外国為替及び
外国貿易法
・輸出貿易管理
令
・外国為替令
・輸出貿易管理
令別表第一及び
外国為替令別表
の規定に基づき
貨物又は技術を
定める省令

・外国為替及び
外国貿易法
・輸出貿易管理
令
・外国為替令
・輸出貿易管理
規則
・貿易関係貿易
外取引等に関す
る省令
・一般包括輸出
許可等について

制度の現状

安全保障上の観点から輸出許
可を要する貨物及び技術につい
ては、輸出貿易管理令別表第１
及び外国為替令別表において、
国際輸出管理会合における合
意を正確に反映しつつ、かつ、
可能な限り分かりやすく規定し
ている。

規制対象の貨物又は技術の輸
出にあたっては、基本的には、
個々の輸出案件ごとに許可申
請を行う必要があるが、安全保
障上の機微度が比較的低いと
判断した地域及び品目によって
は、手続の簡素化の観点から、
一定期間の輸出について一括
して許可を行うことを認めてい
る。
２００４年６月、中華人民共和国
等が新たにＮＳＧに参加すること
になったが、包括許可の適用範
囲は変更していない。

官公需についての中小企業者
の受注の確保に関する法律（以
下「官公需法」という。）は、国等
を当事者の一方とする契約で国
等以外の者のする工事の完成
若しくは作業その他の役務の給
付又は物件の納入に対し国等
が対価の支払をすべきもの（以
下「国等の契約」という。）につい
て、中小企業者の受注の機会
の増大を図るよう努めなければ
ならないとしている（第３条）。
官公需について
このため、官公需法第４条に基
の中小
づき、毎年度閣議決定を行って
企業者の受注の
いる「中小企業者に関する国等
確保に
の契約の方針」においては、官
関する法律
公需における中小企業者向け
契約実績及び契約目標の金額
及び官公需総額に占める割合
を記載しているが、その金額及
び割合には、大企業の下請とし
て中小企業者が間接的に国等
の契約を受注する場合を含んで
いないところである。
なお、中小企業基本法の基本
理念（第３条）は、独立した中小
企業者の自主的な努力を助長
すべきであるとしている。

措置の 措置の
分類
内容

C

C

ｅ

−

−

措置の概要
（対応策）

欧米のコードとの対照化については、我が国
の輸出管理法制は、基本的には、輸出管理
レジームにおいて合意された規制品目リスト
をそのまま反映しているため、対照表がない
場合でも、同じ規制品目リストに基づく海外
の規制との対照に非常な手間がかかるもの
とは考えていない。
また、欧米のコードとの対照表を作成するに
は、欧米のコードに関する完全な情報を有し
ていることが必要となるが、我が国には欧米
のコードについての解釈権がない上に、コー
ドの変更等が行われる場合にも我が国の関
与は及ばないため、対照化を行うことは現実
的ではない。
輸出管理制度の欧米のコードへの統一化に
ついては、輸出管理の実施にあたっては、各
国において各国の現行法体系に基づいた規
制手法をとっているところ、既に各国独自の
手法・法体系での規制を行っていることもあ
り、それらの現行法体系を大幅に超えて統
一することにかかるコストとそれによって得ら
れる効果を比較衡量すれば、対応すること
は困難である。
また、国内の現状に鑑みても、輸出管理を
行っている各企業の中には、現行の制度体
系を前提とした輸出管理に関する社内文書
等を独自に定め、現行法令の遵守に向けた
努力を行っている企業も数多く存在するとこ
ろ、項番等の現行の体系を大幅に変更する
ことによる各企業の社内文書や輸出管理体
制の変更によりコストがかかること、また、仮
に統一化を行ったとしても、その後の規制品
目の現行の体系と新体系との対照に混乱が
生じ、規制品目の不許可輸出が発生するお
それがあること、などの理由から対応するこ
とは困難である。

包括許可制度の適用範囲につ
いては、仕向国、当該貨物の軍
事活動への寄与度等を総合的
に勘案し、判断を行っている。
この際、仕向国の輸出管理レ
ジームへの参加状況も判断材
料の一つにはなりうるが、中華
人民共和国のＮＳＧへの加盟の
みにより、直ちに包括許可制度
の適用範囲を拡大することは不
適当であると考えている。
なお、国際的に実効性のある輸
出管理を行うためには、各国の
制度及び運用の協調を保つこと
が必要であるため、各国の
対応を見つつ、今後の対応を検
討していくことになる。

ｅ：事実誤認
既に検討ずみの事項であり、事実誤認
である。
すなわち、平成１４年１２月及び平成１５
年１２月の総合規制改革会議の答申及
びこれを受けた規制改革・民間開放推
進３か年計画（平成１５年３月及び平成
１６年３月）を踏まえ、経済産業省中小
企業庁では、中小企業政策審議会基
本政策部会及び中小企業経営支援分
科会取引部会の下に合同検討小委員
会を設置して審議を行い、平成１６年６
月、合同部会から「中間とりまとめ〜今
後の官公需施策の在り方について〜」
の報告を受けたところである。かかる合
同部会の審議においては、本件要望の
点についても検討がなされており、下請
まで含めて中小企業者向け契約目標
の金額及び割合を示すことについて
は、否定的に捉えられたところである。
なお、同報告においては、中小企業者
向け契約目標は、中小企業者の受注
の結果を確保するものではなく、その機
会を示すというものであること、また、中
小企業者向け契約目標は、官公需施
策を講ずることにより中小企業者向け
にどれだけの契約を見込むことが可能
であるかを示すものであり、見込みない
し見積りといった性格を有することにつ
いて明確にしている。
（注）なお、規制改革・民間開放推進会
議の競争政策・法務・金融ＷＧによるヒ
アリングは本年６月２日に実施され、上
記の報告書の内容について、当省より
説明を行っている。

その他

管理コード

z1100036

z1100037

z1100038

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

輸出規制品目の項番の欧米コードとの
対照化および国際標準化

中華人民共和国の国際輸出管理レ
ジーム加盟に伴う第１種一般包括輸出
許可及び第１種一般包括役務取引許
可の適用範囲の拡大【新規】

公共工事等のコスト削減に向けた官公
需法等の見直し

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560240

50560241

50560262

19/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

240

241

262

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

輸出規制品目に係る現行体系の一覧性
を確保するとともに、欧米コードとの対
比表を策定することによって対照化さ
輸出規制品目の項番の欧米コードとの
せ、事務負担の軽減を図るべきである。
対照化および国際標準化
さらに中長期的には欧米先進国と同様の
国際基準のコード（例えばＥＣＣＮな
ど）への統一化を検討する必要がある。

輸出貿易管理令別表第１及び外国為替
令別表の２の項に該当する貨物・技術、
すなわち、中華人民共和国が加盟した原
子力供給国グループ（ＮＳＧ）の規制対
中華人民共和国の国際輸出管理レ
ジーム加盟に伴う第１種一般包括輸出 象となっている原子力関連機材・技術を
許可及び第１種一般包括役務取引許 同国へ輸出・提供する際に、第1種一般
包括輸出許可及び第１種一般包括役務取
可の適用範囲の拡大【新規】
引許可が適用できるよう、「一般包括輸
出許可等について」を早急に改めるべき
である。

中小企業者向け契約目標比率は、官公
需施策発足当時の1966年度の27％弱か
ら、2003年度には45％強に上昇してお
り、VFM（バリュー・フォー・マネー）
公共工事等のコスト削減に向けた官公 の観点から、段階的に適正化することが
必要である。中でも、直接的な請負（納
需法等の見直し
品）業者に対象を限定している契約目標
額・目標比率の算定基準を見直し、二次
以下の請負（納品）業者を対象に加える
ことについて検討すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

例えば海外子会社に輸出管理の指導を
する際、国際水準である欧米コードで指
導を行うため常に日本と欧米コードの対
照が求められるが、遺漏防止のために厳
密に対比を行う必要があり、非常に手間
を要する。コードの対照化により、該当
する規制品目の判定が的確に行える上､
事務効率が向上する。昨年度も同趣旨の
要望を提出したところ、回答では欧米の
コードへの統一を望むのは一部の企業で
あるとされている。しかし欧米コードへ
の対照化をするだけならば、体系の抜本
的な変更とはならず、現行体系を基にシ
ステムを構築している企業の負担を増や
すことにはならない。なお、国際的ハー
モナイゼーションが主流となっている現
状において、輸出を営む企業のほとんど
は中長期的な視点から項番が国際基準で
体系化されることを望んでいる。我が国
体系の欧米コードへの統一化に向け、早
期に検討を開始すべきである。

日本における安全保障
輸出管理に係わる輸出令
別表第１と外為令別表の
項番は、欧米先進国の
コード（例えばＥＣＣ
Ｎ）と全く異なる独自の
項番として採用されてい
る。しかも省令、通達な
どを併せ読まなければ解
釈できない複雑なシステ
ムになっている。

６月10日にＮＳＧに新たに加盟した中
華人民共和国は、原子力関連の輸出管理
において、加盟国である我が国や欧米諸
国と同様の体制となった。このことは、
ＮＳＧ加盟国が中華人民共和国に対し
て、原子力関連製品の輸出を規制するの
ではなく、核不拡散政策のパートナーと
して国際協力していくことを示してい
る。そのため、中国に対して、2000年の
ベラルーシ、2001年のスロヴェニア、
2002年のカザフスタンのＮＳＧ加盟時同
様、ＮＳＧ規制品目に対応している輸出
貿易管理令別表第１及び外国為替令別表
の２の項について、第１種一般包括輸出
許可及び第１種一般包括役務取引許可の
適用範囲を見直すべきである。「一般包
括輸出許可等について」が迅速に改正さ
れなければ、過剰な規制となり、輸出規
制上、先に対応するであろう欧米諸国に
比べてわが国が不利な状況になることが
予想される。

第１種一般包括輸出許
可は特定の地域を仕向地
とする特定の貨物の輸出
について経済産業大臣が
一括して許可を行うもの
であり、第1種一般包括
役務取引許可は特定の地
域において特定の技術を
提供することを目的とす
る取引きについて経済産
業大臣が一括して許可を
行うものである。「一般
包括輸出許可等につい
て」において、輸出貿易
管理令別表第１及び外国
為替令別表の該当項目ご
とに適用できる仕向地・
提供地域が規定されてい
る。現在、仕向地・提供
地域を中華人民共和国と
する輸出・技術提供につ
いては、第１種一般包括
輸出許可及び第1種一般
包括役務取引許可におい
て適用できる該当項目が
大幅に制限されている。

中小企業者の受注機会増大のための措
置として広く行なわれている分離・分割
発注は、公共工事等のコスト・アップと
非効率性(工期の長期化等)を助長するお
それが強い。分離・分割発注の是正によ
り、公共工事等の分野における技術力や
コストに着目した健全な企業間競争が実
現し、国等や地方公共団体は低廉で質の
高い社会資本の整備等が可能となる。

官公需法第４条に基づ
き、国は、毎年度、国等
の契約に関し、中小企業
者の受注の機会の増大を
図るための方針を作成
し、閣議決定している
（平成15年度の中小企業
者向けの契約目標は約4
兆8450億円となってお
り、官公需総予算額の約
45％を占めている）。こ
の目標を達成するため、
国等が行う公共工事等の
発注は、高度な技術力や
マネジメント力、品質保
証等を要求される大規模
公共工事等を含め、広く
分離・分割されるため、
公共事業の非効率性が改
善されていない。

「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

計量法第１６条
特定計量器検定
検査規則第１３
条、第１４条
計量法関係手数
料令別表第２備
考４号

制度の現状

特手計量器検定検査規則第１３
条第１項において、２以上の表
示機構を有する特定計量器は、
いずれの表示機構も検定に不
合格となったものであってはなら
ないとされている。
また、特定計量器検定検査規則
第１４条第１項においては、特定
計量器は、当該特定計量器と構
造上一体となっている計量器
（当該特定計量器の計ることが
出来る範囲を切替装置によって
変更した後のものも含む。）が検
定に合格しない特定計量器又
は有効期間の経過した検定証
印若しくは検定証印等の付され
た特定計量器であってはならな
いとされている。

計量法第１６条、
特定計量器の検定においては、
第７１条
計量法第７１条に定める合格条
特定計量器検定
件に適合した場合に合格とな
検査規則第６５９
る。
条、第６７９条

なし

工業用水道事業は先行投資事
業であり、工業用水道施設は、
立地予定企業（受水者）からの
将来需要に基づく要請等を基に
建設される。事業者は、施設建
設に投下した費用及び運営に
伴う費用（総括原価）を、受水者
からの料金収入により回収する
ため、受水者に対して契約水量
に応じた料金を徴収する責任水
量制を採用し、その旨を供給規
程に定めている。工業用水道事
業法においては、事業者から料
金等の供給条件を定めた供給
規程の当省への届出等が義務
付けられており、その際、料金
が適正な原価に照らし公正妥当
なものであること等が求められ
る。なお、責任水量制の採否を
含め個別の料金設定のあり方
については、事業者と受水者の
間の問題である。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

ｅ

措置の概要
（対応策）

Ⅱ

計量制度は、国民生活に広く深く浸透してお
り、経済社会活動の基盤となる制度。また、
計量法の目的である適正計量の実施の確
保は、安定した国民生活になくてはならない
もの。特定計量器の検定は、取引・証明に使
用される計量器の技術基準適合性を判断す
るものであるが、適正計量の実施を確保す
る上で大前提となるものである。
複数の時間帯で電力量を計量する時間帯別
電力量計については、それぞれの時間帯に
おいて、異なった料金単価により使用量に応
じた取引を行うものであり、時間帯毎に計量
値の適正を判断する必要があることから、時
間帯の数に応じた特定計量器として検定を
行っている。このため、１日全体の計量値の
適正のみならず、各時間帯別の計量値の適
正についても検定を行い合否を判断すること
としている。また、時間帯毎による使用量の
正確性は、取引に使用する電気計器を選択
することができない消費者の保護に資するも
のである。
特定計量器の検定における合格条件は、①
構造が省令で定める技術基準に適合するこ
と、②器差が省令で定める検定公差を超え
ないこと、であるが、電子式時間帯別電力量
計について、要望理由にある型式試験（①の
適合性試験）のみでは、個々の計量器の正
確性を担保できるとは限らない。
かかる観点から、時間帯別電力量計の検定
を廃止することは困難であるが、検定作業の
効率化等を行った結果、２つ目以降の表示
機構の検定については、H１６年３月の計量
法手数料令の改正により、割引率を３割とし
たところであり、１７年度以降も引き続き検討
を行う予定。

Ⅲ

電子式電気計器については、国
内外における急速な普及に対し
て、現在、国際法定計量機関
（OIML）において、国際的に統
一した技術基準等に係る国際勧
告の制定作業が進められてお
り、我が国も加盟国として道義
的な対応を求められているとこ
ろである。
また、技術革新、国際整合化の
観点から、「計量法に規定する
特定計量器技術基準のＪＩＳ化
に関する調査研究委員会／電
力・電力量計ＷＧ」において、技
術基準のＪＩＳ化作業を行ってい
るところ。
したがって、電子式複合計器の
最大需要電力計の検定方法に
ついては、これらの動向と密接
に関係することから、切り離して
考えることは適切ではないが、
本要望を踏まえ、計量制度全体
の整合性を勘案しつつ、適正な
計量の実施を確保することを前
提とした検定試験作業の効率化
に資する検討を１７年度に行う
予定。

−

責任水量制については、国で関
与しているものではなく、事業者と
受水者の間で解決すべき問題であ
る。一方、近年における水需要の
動向から責任水量制の見直し等の
要望がなされていることを踏まえ、
当省としても事業者及び受水者に
対する減量問題への対応事例の紹
介や解決に向けた適切な助言を行
うとともに、工業用水の転用につい
ても適切な対応を行ってまいりた
い。
なお、責任水量制については、昨
年度、（社）日本工業用水協会に設
置された「今後の工業用水道事業
のあり方に関する研究会」の報告
書において、「責任水量制の下での
契約水量の減量は、事業経営の悪
化やユーザー間の利害得失を伴う
ものであるため、事業者は将来の
見通しを示す経営健全化計画など
情報を十分に開示するとともに説
明責任を果たす必要がある。」とさ
れており、また、本年１０月より当省
にて開催されている「工業用水道事
業研究会」における議論の範疇に
入っているところである。

その他

管理コード

z1100040

z1100041

z1100042

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

時間帯別電力量計の検定の見直し

電子式複合計器における最大需要電
力計の検定試験方法の見直し

工業用水の責任水量変更

要望
管理番号

5056

5056

5067

要望事項
管理番号

50560267

50560268

50670011

20/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

石油化学工業協会

要望
事項番号

267

268

11

要望事項
（事項名）

時間帯別電力量計の検定の見直し

電子式複合計器における最大需要電
力計の検定試験方法の見直し

工業用水の責任水量変更

要望理由

その他
（特記事項）

１つの検出部で計量した値を時間帯ご
とに区分・表示する場合には、一つの検
出部の計量の確からしさを検定すれば、
各時間帯ごとにおいても計量の確からし
さを担保できることから、全日計量値以
外の各時間帯別計量値の検定を廃止すべ
きである。

電子式時間帯別の時間帯別計量値は、
１つの検出部が計量した値を時間帯別に
区分した値であるため、１つの検出部の
計量機能の確からしさが担保されれば、
機構上時間帯別の計量値に誤差は生じな
い。また、こうした機構上の特質の確認
は、計器の型式試験において確認するこ
とが可能である。
従って、電子式時間帯別計器について
は、型式試験によって機構を確認するこ
とに加え、検定において共通する検出部
の計量機能の確からしさを確認すること
によって、時間帯別計量値の確からしさ
を担保できることから、個々の時間帯別
計量値の検定は廃止すべきである。
なお、昨年11月の規制改革集中受付月
間における経済産業省の回答では、本件
について措置困難（現行の検定コストに
係る割引率を引き上げることは可能）と
いう見解が示されているが、上記の理由
を踏まえ、重複部分の検定の廃止につい
て再考し、早期に検討を行い措置すべき
である。

複数の表示機構を有す
る特定計量器は、全ての
表示機構について検定に
合格する必要があり、一
つの計器で複数の時間帯
の電力量等を計量する場
合にも時間帯ごとに検定
を受けることが義務付け
られている。

検定試験作業の効率化を図るため、電
子式複合計器の構造や動作原理に応じた
新たな検定方法の採用を検討し、早期に
結論を得るべきである。

電子式複合計器は、機械式の電子計器
と異なり、計器本体と最大需要電力計が
分離されておらず、１つの電子回路と演
算を行うソフトウエアによって計量して
いるため、表示誤差や機構誤差は生じな
い。従って、電子複合計器の最大需要電
力計部の確からしさの確認を行った上
で、電力量計部との表示の整合性が確認
されれば検定試験の目的は十分達成でき
る。
なお、昨年11月の規制改革集中受付月
間における経済産業省の回答では、特定
計量器検定検査規則のJIS化の骨格が固
まった段階で検討するとの見解が示され
ているが、機械式分離型計器を前提とし
た検定方法を、電子式複合計器の構造・
動作原理に応じた試験方法に見直すこと
と、特定計量器検査規則のJIS化とは切
り離して考えるべきである。

機械式の電気計器は、
計器本体と分離型の最大
需要電力表示装置で構成
されており、計器本体と
最大需要電力表示装置と
の間でパルスを受け渡す
ため、表示誤差と機構誤
差について検定を行うこ
とが義務付けられてい
る。また、こうした検定
方法は、計器本体と最大
需要電力表示装置が一体
となっている電子式複合
計器にも義務付けられて
いる。この結果、最大需
要電力量の検定試験で
は、表示誤差と機構誤差
を確認するため、30分ご
との計量データの平均値
をとる必要があり、検定
試験作業に過度な時間を
要している。

工業用水事業は、公営事業として常に企
業経済性を発揮するとともに公共の福祉
を増進するように運営されなければなら
ないところ、現行の硬直した責任水量制
により利用者から乖離した運営が行われ
ている。利用者の事業内容の変化や合理
化努力により、現在は基本使用水量と実
際の使用水量に少なからぬ乖離が出て、
これが継続しているのが実態であるが、
基本使用水量の減量ができないため、利
用者が中・長期的に国際競争力強化を進
めるうえで障害となっている。余剰工水
のコストを安易に企業に負担させ続ける
のでなく県や国もこの問題の合理的解決
に努力して欲しい。

責任水量制の定期的見直
しとしては、例えば、基
本使用水量部分で賄う割
合を引き下げ、現行の超
過料金制度の運用を工夫
することにより、収支の
健全性を維持しながら利
用者の自助努力を反映で
きる制度への変更が考え
られる。また、前述②に
ついては、契約後既に30
年以上経過したが、茨城
県としてはｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等か
ら撤退した場合でも他社
の肩代わりや契約企業が
倒産しない限り、『永久
に』各企業の責任水量減
が認められない。工業用
水購入契約をした各企業
の経営判断誤りに端を発
している問題であるがそ
の責任を『永久に』に背
負わせるというのは社会
通念に反する。

具体的
要望内容

・企業の生産体制変更に伴い工業用水の
必要量が減った場合には、責任水量の減
量を認める。
・責任水量と実使用水量に大幅な差が出
ている場合の削減措置を法制化する。
他の地域でも同様と考えられるが、具体
的要望事項として、
①福岡県においては、県工業用水道利用
規程の本来の趣旨に沿い、責任水量制の
定期的見直しを実施していただきたい。
②鹿島地区での責任水量の減量を認めて
欲しい。それが出来ないのであれば鹿島
地区の余剰工業用水の千葉県等への売却
と湯西川ダムの建設中止により責任水量
の減量が可能となるようして欲しい。

具体的事業の
実施内容

「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

・都道府県は、緑地及び環境施
設のそれぞれの面積の敷地面
工場立地に関す
積に対する割合については、緑
る準則
地面積率などに関する区域の
緑地面積率等に
区分ごとの基準の範囲内におい
関する区域の区
て、条例で定めることができる。
分ごとの基準

貿易保険法

なし

措置の 措置の
分類
内容

d

-

組合包括保険制度は、日本貿
易保険と各輸出組合との間で、
あらかじめ定める輸出品目を包
括的に保険契約の対象として双
方合意の上に締結している双務
日本
有償契約であり、輸出組合が被
貿易
保険者側の事務をとりまとめる
保険と
ことにより、被保険者及び日本
各輸
貿易保険の事務コスト削減につ
出組
ｂ、ｅ
ながっている。このため、日本貿
合との
易保険が各輸出組合の会員企
間の
業に対して一方的に強制的な包
取決
括保険契約への加入を義務付
めの
けるものではなく、各輸出組合
内容
が会員企業の総意を踏まえた
自主的な判断として日本貿易保
険との間で同契約の締結を選
択しているものである。

貿易保険の保険料率について
は、日本貿易保険において、対
外取引の相手国のカントリー・リ
スクや、被保険者が契約相手方
の信用リスクについても保険て
ん補を希望する場合はその信
用状況を審査の上、個別の引
受リスクを勘案して設定するよう
努めている。

ｅ

-

措置の概要
（対応策）

昭和４９年６月２９日時点で既
にある工場等（いわゆる「既存
工場」）については、工場立地法
の規制の適用につき、「工場立
地に関する準則」の備考におい
て、一定の配慮を既に実施して
いるところ。ご指摘の緑地の整
備についても、建て替えを円滑
化できる措置を定めている。ま
た、本年３月に本法の省令、告
示等を改正した際、平成９年に
導入した同法第４条の２の規定
による都道府県が定められる基
準の範囲を拡大したことにより、
同準則による建て替えの円滑化
が一層進められるようになって
いる。
工場立地法による緑地面積率
等に関して、同法第４条の２の
規定により、都道府県が必要な
条例を定めることにより、国が定
めた工場立地に関する準則によ
ることとするよりも、他の準則に
よることとすることができることと
しているところ、本年３月緑地面
積率等に関する区域の区分ごと
の基準を改正し、都道府県が条
例で定めることが出来る基準の
範囲を拡大し、より地域の実情
に応じた形での条例制定を可能
としたところ
組合包括保険制度には、ご指
摘のような公益法人によるカル
テルには該当しない。・・・（ｅ）
当省としても近年の我が国企
業の対外取引形態の変化に伴
い、日本貿易保険において、保
険料率や商品性の見直し、新商
品の開発を含め、その抜本的な
見直しに着手すべきと考えてい
る。また、組合員企業が民間の
サービスを利用する選択の幅が
実質的に限られるとの指摘もあ
ることも踏まえ、民間参入の円
滑化のための環境整備を図る
上でも、可能な限り早期に検討
を進め、遅くとも第二期中期目
標期間の開始（※）から２年以内
（平成１８年度中）に、組合員企
業の付保選択制の導入や保険
料体系の全般的な変更も含め、
抜本的な見直しを行うこととして
おり、この点については「貿易保
険分野における官民あり方検討
委員会」最終とりまとめ（平成１
６年１２月２日）において明確化
されている。・・・（ｂ）
（※）日本貿易保険の中期目標
期間は４年で、平成１７年４月１
日から第二期が開始される。

日本貿易保険における保険料
率の設定においては、ご指摘の
ようなクロスサブシディ（内部補
助）を前提としているものではな
いと認識している。
貿易保険事業の収支バランス
を評価して料率を設定する際に
は、特に中長期案件について
は、相手国の債務繰延等に伴う
場合も含めて２０〜３０年にもわ
たる長期間の保険事故債権（利
息を含む）の回収を含め、長期
的なスパンでの収支相償の実
現が図られるかが重要な視点と
なるなどの点において、民間保
険会社とは保険事業として成立
する基準が大きく異なることに
留意する必要がある。

その他

管理コード

z1100043

z1100044

z1100045

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

工場立地に伴う緑地確保の緩和

日本貿易保険と日本機械輸出組合が
実施している包括保険制度の規制撤廃

日本貿易保険における引受け上のクロ
スサブシディの停止

要望
管理番号

5067

5075

5075

要望事項
管理番号

50670012

50750003

50750004

21/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

石油化学工業協会

外国損害保険協会
（FNLIA)

外国損害保険協会
（FNLIA)

要望
事項番号

12

要望事項
（事項名）

工場立地に伴う緑地確保の緩和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

・工場立地法に定める緑地面積について
は必要最小限に引き下げていただきた
い。
・平成９年の改正は評価するも更なる
緩和措置が必要である。

要望理由

工場立地法では規定の緑地面積を保有し
ない事業所は、生産施設を新設する時に
準則計算に基づき緑地を新設する必要が
あるが、法施行以前から存在する事業所
はその緑地の確保が困難である。そのた
め、①新規事業の導入の際、緑地確保が
足かせとなっており効率的な建屋建設に
支障をきたしている。
②生産施設を新設、増設する場合に緑地
率が高いため、断念せざるを得ない場合
や新規参入をしにくい状況にあり、産業
の活性化を阻害される。

現状規制の見直しの中で経産省は貿易保
険分野に係わる民間保険会社の参入を図
るとしている。しかし、現実には主な顧
客は日本機械輸出組合等の包括保険とい
う官製カルテルに囲い込まれており、こ
の規制が撤廃されなければ民間保険会社
が実質的な市場参入を果たすことはでき
ない。当該業務における健全な競争に基
づく利用者の利便性の向上と選択の自
由、信用リスク管理の向上と輸出取引の
促進を期して、かかる公益法人によるカ
ルテルを撤廃し、民間企業の参入を促し
たい。

3

組合包括保険において他保険加入禁止の
規定を改めることにより、日本機械輸出
日本貿易保険と日本機械輸出組合が 貿易保険、日本機械輸出組合等における
組合等の構成員に対し民間保険会社が貿
実施している包括保険制度の規制撤廃 包括保険による官製カルテルの排除
易保険（輸出信用保険）を販売可能とす
る事。

4

民間企業への開放がなされる貿易保険
（輸出信用保険）においては、主要な引
き受け手である日本貿易保険において短
期保険，長期保険間でクロスサブシディ
が既成事実となっている。
貿易保険業界における健全な引受け節度 長期保険、短期保険各々において採算 利用者利便性と引受け能力確保との名目
日本貿易保険における引受け上のクロ
確立の為、短期保険、長期保険間のクロ ベースに基づく健全な引受け料率で日本 で実施されるかかる慣行は、その節度を
スサブシディの停止
欠いた引受けの為当該業界の今後の健全
貿易保険が営業することを求める。
スサブシディを停止すること
な発展を阻害し、健全な企業間競争を成
立せしめない。不可視の補助金（クロス
サブシディ）を排除し、当該ビジネスの
健全かつ安定的な運用の為、公的機関に
よる引受けの節度を求めるものである。

その他
（特記事項）

「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

「有害廃棄物の
国境を越える移
動及びその処分
の規制に関する
バーゼル条約」

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

船舶法第１条に規定する日本船舶で
あって、次の①及び②の要件を同時に
満たす船舶は、バーゼル法第２条第１
項に規定する特定有害廃棄物等に該
当するため、輸出貿易管理令別表第２
の３５の２の項（１）に掲げる貨物とな
る。

「特定有害廃棄
物等の輸出入等
の規制に関する ①解撤等による金属の回収等、バーゼ
法律」第2条第1 ル条約附属書Ⅳに掲げる処分作業を
行うために輸出される船舶
項、第4条第1項
外国為替及び外
国貿易法第48条
第3項、関税法第
67条、輸出貿易
管理令別表第2
の35の2
「解撤等を行うた
めに輸出される
船舶の輸出承認
について」（環水
企第203号、衛産
第35号、11立環
指第5号）

クリーンエネル
ギー自動車等導
入促進対策費補
助金交付規程

②石綿又はPCB等バーゼル条約附属
書Ⅰに掲げる物質を船舶本体に含有
することによりバーゼル法第２条第１項
に規定する特定有害廃棄物等に該当
することとなった船舶

Ｃ

したがって、当該船舶の輸出をしようと
する者は、当該船舶が仕向地まで自航
されるものであるか、曳航等により運搬
されるものであるかを問わず、バーゼ
ル法第４条第１項の規定により外国為
替及び外国貿易法第４８条第３項の規
定による輸出の承認を受ける必要があ
る。ただし、現在まで当該船舶に関して
承認申請の実績はない。

クリーンエネルギー自動車の普
及を促進するため、導入しようと
する者に対し通常の自動車との
価格差の１／２以内を補助する
とともに、燃料等供給設備を設
置しようとする者に対し定額補
助等を行う。

中小企業信用保
険法、中小企業 信用保証協会の保証は原則と
信用保険法施行 して全額保証となっている。
令

e

ｂ

−

措置の概要
（対応策）
・有害物質の種類・分量が分からぬま
ま当該船舶が他国に輸出される場合、
当該物質の適正な処理の実施が困難
となることは明白であり、輸入国におけ
る環境汚染を引き起こしかねない。そ
のためバーゼル条約では廃棄物の名
称や重量等の情報を関係国に提供す
ることを義務付けているところであり、
バーゼル法等の手続きを行わず輸出
することは、人の健康の保護及び生活
環境の保全に資することを目的とし、有
害廃棄物等の国内処理の原則を掲げ
るバーゼル法やバーゼル条約の趣旨
に合致しない。
・解撤目的船舶の取扱いについて、
バーゼル条約締約国会議での議論が
結論に達しておらず、国際海事機関、
国際労働機関を交えた検討が行われ
ているのは事実であるが、今のところ結
論は見えていない状況にあり、バーゼ
ル条約で規制する有害物質を含む船
舶を解撤目的として輸出するに際して、
現行のバーゼル条約及びバーゼル法
で解釈しうる措置を行うことが必要であ
る。
・また、実質的に解撤目的での輸出が
困難とのことだが、有害物質の種類や
分量については、アスベストやPCB等
想定される有害物質について含まれて
いると考えられる箇所についてサンプ
ル試験等により含有状況を把握するこ
とは可能と考えられ、バーゼル法の手
続を経れば輸出は可能であることか
ら、同法に基づく手続きを踏まれること
が必要と思料。

交付規程第１９条において財産
処分の制限を定めているとこ
ろ。
ただし、財産処分制限は、補助
金交付先であるリース会社に対
して課せられているものであり、
リース契約期間については制限
をしていない。
交付
したがって、リース契約について
規程
は、リース会社とリース先の
ユーザーの契約期間が（財産処
分制限期間が６年であるにもか
かわらず）３年間であったとして
も、財産処分制限期間内に同一
の者又は新たな顧客とリース契
約を締結しリースすれば、補助
対象としている。

現在、信用補完制度のあり方全
Ⅰ，Ⅳ 体につき、審議会において現在
検討を始めたところ。

その他

管理コード

z1100046

z1100047

z1100048

制度の
所管官庁

項目

環境省、経済産 解撤等のために輸出される船舶のバー
ゼル法に基づく輸出手続きの廃止
業省

経済産業省

経済産業省

リースが不利となる諸制度の改善等

中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

要望
管理番号

5076

5086

5086

要望事項
管理番号

50760005

50860002

50860015

22/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人日本船主協会

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

5

2

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

現在「特定有害物質等の輸出入等の規制
に関する法律」（以下、バーゼル法）を
所管する各省庁は、平成11年5月の通達
により、解撤等を目的とした日本籍船の
解撤等のために輸出される船舶のバー
輸出について当該船舶がアスベスト等の
ゼル法に基づく輸出手続きの廃止
有害廃棄物を含む場合、輸出申請等の手
続きが必要としている。このバーゼル法
に基づいた輸出申請等手続きの廃止を要
望する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

バーゼル条約を船舶に適用した場合、廃
棄物と何ら関係のない「寄港国」が「輸
出国」になるほか、安全運航に必要な船
舶の構造や設備機器から有害物質の除去
を求められる可能性があるなど多くの実
行・実効上の問題が生じる。このため
バーゼル条約締約国会議（COP）では同
条約の規定を船舶に適用することについ
ては明確な結論を出しておらず、今後国
際海事機関、国際労働機関と協調しつつ
環境上適切な船舶解撤のための現実的な
解決策を検討することとしている。本年
10月下旬に開催されたCOP7についても、
同条約事務局は”The Secretariat of
the Basel Convention wishes to
stress that, at present, while
individual countries can make their
own dispositions under national law,
COP7 did not adopt a legally binding
decision requiring the 163 Parties
to the Basel Convention to control
the export of ships under the terms
of the Convention and to prohibit
exports without the consent of
recipient countries.”との異例のコメ
ントを同条約ウェブサイトで公表してい
る。このような状況下、多くの国が慎重
な対応をとる中、わが国では、平成11年
5月の通達により同条約の日本籍船への
適用を決定しており、実質的に同籍船の
解撤目的での輸出が困難となっている。
従って、日本籍船につきまとうこのハン
ディキャップを除去し円滑な解撤を確保
するために、同通達の廃止を求める。

リースが不利となる諸制度の改善等

リースによって設備を使用する顧客等
は、次のような設備投資に係る優遇税制
等を利用することができない。また、
リース会社間の競争条件が不公平なもの
がある。①税制（ＩＴ投資促進税制
リース利用による税額控除制度は資本金 ユーザーの設備の利用・調達形態の選択 リースが取得と比べ競争条件で不利と
なっている。
3億円超の法人は利用できないなど）、 肢が拡大する。
②補助金制度（クリーンエネルギー車導
入補助金 法定耐用年数の使用が条件と
なるが、車検期間の関係により、リース
期間を法定耐用年数より短く設定した場
合、制度の適用が受けられないなど）

中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

健全な経営を行う中小事業者や新規事業
者の資金調達の円滑化を図る施策は必要
であるが、公的機関の債務保証制度につ
いては、民間金融機関のモラルハザード
を防止するための措置を講じる必要があ
る。また、資金の供給者を特定の金融機
関に限定する現行の制度は、金融サービ
スを提供する事業者のイコールフッティ
ングという観点から見直すべきである。
本年6月、同要望に対して経済産業省か
ら「現在、信用補完制度のあり方全体の
中小事業者に対する債務保証制度を見直 中小事業者の資金調達の円滑化が期待で
検討の中で、部分保証の是非、導入する
すことを要望する。
きる。
とすればその具体的な手法、導入時期に
ついても検討しているところである。部
分保証については、金融機関との適切な
リスク分担を図る観点からその推進が求
められており、これまでも一部制度で部
分保証を導入してきたところであるが、
中小企業者への影響にも十分に配慮して
検討を行う。また、譲渡対象先の拡大に
ついても、中小企業者への影響にも十分
に配慮しつつ検討を行う。」との回答が
示された。早急な見直しを期待する。

その他
（特記事項）

「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

措置の 措置の
分類
内容

①機械類信用保険については、
平成１５年４月１日を以て廃止さ
れたところ。一方、保険金の支
払及び回収金の回収等の業務
①機
（機械保険経過業務）は中小企
械類
業金融公庫が実施している。
信用
（なお、中小企業金融公庫にお
保険
ける機械類信用保険（リース信
（リー
用保険）包括保険約款第２２条 ①ｂ、ｅ ス信用
によると、あらかじめ事業団に
保険）
協議し承諾を得た場合を除い
②ｂ 包括
て、この約款に基づく保険契約
保険
上の地位及びこれに基づく権利
約款
義務を、第三者に譲渡してはな
等
②
らないと規定されている。）
中小企業保険法
②Ⅱ
施行令第１条の
②中小企業信用保険法上、ファ
３ほか
イナンス会社等は信用保証の
対象外としている。

①
中小企業金融公
庫法附則第７項
中小企業総合事
業団法及び機械
類信用保険法の
廃止等に関する
法律附則第８条
第１項
機械類信用保険
法

商品投資販売業者は顧客と商
商品投資に係る
品投資契約等を締結した際に契
事業の規制に関
約内容を示した書面を交付する
する法律第１７条
こととなっている。

商品投資販売業者は顧客と商
商品投資に係る
品投資契約等を締結した際に契
事業の規制に関
約内容を示した書面を交付する
する法律第１７条
こととなっている。

ｃ

ｃ

−

−

措置の概要
（対応策）

①機械類信用保険法廃止前の
保険関係（以下「旧保険関係」）
については、既に成立している
当該旧保険関係に係る具体的
な私人間の権利及び義務を保
護する観点から、引き続き、中
小企業金融公庫が保険金の支
払及び回収金の回収等の業務
（機械保険経過業務）を実施し
ているところであり、機械類信用
保険の新規受入の廃止時に、
あわせて回収業務を廃止したと
いう事実は無い。・・・（ｅ）
なお、現在、信用補完制度の
あり方全体につき、審議会にお
いて検討が始められたところで
あり、かかる議論の進捗等を踏
まえ、今後機械類信用保険につ
いても措置を検討していく予
定。・・・（ｂ）

その他

管理コード

z1100049

制度の
所管官庁

経済産業省

項目

機械類信用保険（リース信用保険）及
び信用保証協会保証付債権の譲渡対
象先の拡大

要望
管理番号

5086

要望事項
管理番号

50860016

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

契約成立時交付書面（１７条書
面）とは、商品投資契約が成立
した場合に、後日当事者間にそ
の内容を巡る紛争が発生するこ
とを回避するため、成立した契
約の内容を書面に記載し、顧客
に対し交付することにより、その
明確化を図る趣旨から交付を求
めているものである。
したがって、契約内容の明確化
を図るという趣旨により交付を
求めている契約時交付書面を、
投資家は契約書により内容を把
握しているという理由で撤廃す
ることは困難である。

5086

50860021

11

社団法人リース事業協会

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契

5092

50920021

産業省

23/40

11

オリックス株式会社

要望理由

①不良債権処理の促進、例えば、債権売
却により回収した額の50％を回収金とし
て中小企業金融公庫に納付することで、
保険関係を終結させる。②債務者の再生
を前提とした信用保証協会保証付債権の
譲渡対象先の拡大により、金融機関の不
良債権の早期処理、債務者の再生が加速
化することが期待できる。

①機械類信用保険付保先の債権売却は容
認されていないことから、リース会社の
不良債権処理の大きな阻害要因となって
いる。この取扱いはサービサー法等債権
回収業務が法的にも認知され、不良債権
処理の有力な手段となっている現状にそ
ぐわないものと考える。本件を容認する
ことにより、リース会社及び中小企業金
融公庫にとっても現実的な回収の実現及
び回収業務の効率化が図れる。②具体的
要望内容に記載。

21

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報
開示後退と取られる可能性もあるために措置
が難しい項目であると考えられるが、この契
約成立時書面を交付する直前に、より詳細な
目論見書（契約成立前書面）を交付してお
り、同等以下の内容の書面を再度交付するこ
とは、投資家に時間的・金銭的コストを負担
させるだけで、情報開示には役立っていな
い。契約成立時の書面の交付義務は証取法な
ど、他の類似の法律においては存在せず、明
らかに過剰規制である。いち早く撤廃をすべ
きである｡本年6月、同要望に対して金融庁・
農林水産省・経済産業省から「契約成立時交
付書面（１７ 条書面）とは、商品投資契約
が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、
成立した契約の内容を書面に記載し、顧客に
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 対し交付することにより、その明確化を図る
趣旨から交付を求めているものである。ま
約成立時交付書面の撤廃）
望する。
ンドの運用コストの軽減
た、契約成立前交付書面（１６条書面）と
は、投資家が商品投資契約を締結するか否か
を判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事
前に交付することにより、投資家の理解を促
す趣旨から交付を求めているものである。上
記のとおり、これらは各々が違う役割を持っ
ており、投資家と販売業者間の紛争を回避
し、法目的である投資家保護を徹底している
と考えている。よって、契約成立時交付書面
（１７条書面）を撤廃することは、顧客が契
約内容を把握できなくなる等、投資家保護上
問題があり対応は困難である。」との回答が
示された。しかしながら、実際には顧客は契
約書によって契約内容を把握しており、契約
成立時交付書面（１７条書面）を撤廃したと
しても投資家保護上問題があるとは思われな
い。早急な措置を要望する。

21

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報
開示後退と取られる可能性もあるために措置
が難しい項目であると考えられるが、この契
約成立時書面を交付する直前に、より詳細な
目論見書（契約成立前書面）を交付してお
り、同等以下の内容の書面を再度交付するこ
とは、投資家に時間的・金銭的コストを負担
させるだけで、情報開示には役立っていな
い。契約成立時の書面の交付義務は証取法な
ど、他の類似の法律においては存在せず、明
らかに過剰規制である。いち早く撤廃をすべ
きである｡本年6月、同要望に対して金融庁・
農林水産省・経済産業省から「契約成立時交
付書面（１７ 条書面）とは、商品投資契約
が成立した場合に、後日当事者間にその内容
を巡る紛争が発生することを回避するため、
成立した契約の内容を書面に記載し、顧客に
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 対し交付することにより、その明確化を図る
趣旨から交付を求めているものである。ま
約成立時交付書面の撤廃）
望する。
ンドの運用コストの軽減
た、契約成立前交付書面（１６ 条書面）と
は、投資家が商品投資契約を締結するか否か
を判断する際の材料として、当該契約の内容
（商品ファンドの概要）を記載した書面を事
前に交付することにより、投資家の理解を促
す趣旨から交付を求めているものである。上
記のとおり、これらは各々が違う役割を持っ
ており、投資家と販売業者間の紛争を回避
し、法目的である投資家保護を徹底している
と考えている。よって、契約成立時交付書面
（１７ 条書面）を撤廃することは、顧客が
契約内容を把握できなくなる等、投資家保護
上問題があり対応は困難である。」との回答
が示された。しかしながら、実際には顧客は
契約書によって契約内容を把握しており、契
約成立時交付書面（１７ 条書面）を撤廃し
たとしても投資家保護上問題があるとは思わ
れない。早急な措置を要望する。

産業省

z1100050 水産省、経済 約成立時交付書面の撤廃）

具体的事業の
実施内容

16

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契
z1100050 水産省、経済 約成立時交付書面の撤廃）

具体的
要望内容

①機械類信用保険は、平成14年12月、「中小
企業総合事業団及び機械類信用保険法の廃止
等に関する法律」が成立し、新規保険契約の
引受けが停止し、廃止が決定した。廃止が決
定しているにも拘らず、回収業務は以前実施
しており、業務効率化が阻害されている。機
械類信用保険付保先の債権売却を容認するこ
とにより、保険関係を早期に終結させるとと
もに、不良債権処理を促進する必要がある。
②中小企業保険法により信用保証協会保証付
債権の譲渡の相手方としては銀行等の金融機
関と整理回収機構・産業再生機構に限定され
ている。現在、金融庁策定のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷ
ﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、金融再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基
づき、各金融機関はﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰ
ﾋﾞｻｰ会社などを活用し、債務者の再生を図る
ことを積極的に企図しているが、再生ﾌｧﾝ
ﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社に保証付債権の売却ができな
機械類信用保険（リース信用保険）及 いことが、金融機関の不良債権の早期処理、
び信用保証協会保証付債権の譲渡対 債務者の再生にとって大きな阻害要因となっ
ている。一方で、保証付債権が整理回収機
象先の拡大
構・産業再生機構に譲渡された債務者に対し
ては同じく中小企業保険法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ
保証の拡充が図られており、官民格差が大き
い。よって、法改正あるいは、一定の条件
（ｅｘ.再生支援協議会が認定した再生計画
案に基づく、債権譲渡であれば認める）を付
したうえでの、信用保証協会保証付債権の譲
渡対象先の拡大を強く要望するもの。本年6
月、同要望に対して経済産業省から「金融機
関の不良債権の円滑な処理や債務者の再生に
ついては、今後とも促進を図っていく必要が
ある。一方で、保証付債権の譲渡対象先を広
げることが、中小企業者をはじめとした関係
者にどのような影響を及ぼすのかについて
は、慎重に見極める必要がある。今後、関係
機関との協議等を通じて、適切な制度のあり
方を検討してまいりたい。」との回答が示さ
れた。早急な検討、措置を要望する。

②現在、信用補完制度のあり方
全体につき、審議会において検
討を始めたところ。

契約成立時交付書面（１７条書
面）とは、商品投資契約が成立
した場合に、後日当事者間にそ
の内容を巡る紛争が発生するこ
とを回避するため、成立した契
約の内容を書面に記載し、顧客
に対し交付することにより、その
明確化を図る趣旨から交付を求
めているものである。
したがって、契約内容の明確化
を図るという趣旨により交付を
求めている契約時交付書面を、
投資家は契約書により内容を把
握しているという理由で撤廃す
ることは困難である。

要望事項
（事項名）

その他
（特記事項）

「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

商品投資販売業者と商品投資
契約を締結した顧客は契約成
商品投資に係る
立時交付書面を受領した日から
事業の規制に関
起算して１０日を経過するまで
する法律第１９条
の間、書面によりその契約の解
除を行うことができる。

商品投資販売業者と商品投資
契約を締結した顧客は契約成
商品投資に係る
立時交付書面を受領した日から
事業の規制に関
起算して１０日を経過するまで
する法律第１９条
の間、書面によりその契約の解
除を行うことができる。

火力発電所に使用される容器ま
たは配管のうち、１００℃以上の
電気事業法第５ 熱水及び蒸気用のものであっ
２条
て、外径１５０㎜以上及び最高
電気事業法施行 使用圧力９８０キロパスカル以
規則第７９条第１ 上の管並びに最高使用圧力９８
号、第８０条 キロパスカル以上の容器につい
ては溶接事業者検査及び溶接
安全管理審査の対象となる。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

ｃ

−

−

措置の概要
（対応策）

商品投資契約においてクーリン
グオフ規定を設けているのは、
商品投資の仕組みが複雑であ
るため一般の投資者がそれを
十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘に
よって冷静な判断をしないまま
契約締結に至る事態が想定さ
れることから、投資家に対して
契約締結後一定期間は意志決
定の再確認をしうる時間的余裕
を与えることとするためである。
投資信託との比較においては、
理解しないまま契約締結するお
それについて格差はないもの
の、商品ファンドが主としてレバ
レッジ効果のある商品先物によ
り運用されること等から、一般的
にはよりハイリスク・ハイリター
ンという特性があり、販売業者
によってより利殖性が強調され
やすいものと認められる。
このため、現状において、投資
信託と比較しても、法目的であ
る投資家保護の観点から、クー
リングオフ規定を撤廃すること
は困難である。

商品投資契約においてクーリン
グオフ規定を設けているのは、
商品投資の仕組みが複雑であ
るため一般の投資者がそれを
十分に理解しないまま契約を締
結したり、販売業者の勧誘に
よって冷静な判断をしないまま
契約締結に至る事態が想定さ
れることから、投資家に対して
契約締結後一定期間は意志決
定の再確認をしうる時間的余裕
を与えることとするためである。
投資信託との比較においては、
理解しないまま契約締結するお
それについて格差はないもの
の、商品ファンドが主としてレバ
レッジ効果のある商品先物によ
り運用されること等から、一般的
にはよりハイリスク・ハイリター
ンという特性があり、販売業者
によってより利殖性が強調され
やすいものと認められる。
このため、現状において、投資
信託と比較しても、法目的であ
る投資家保護の観点から、クー
リングオフ規定を撤廃すること
は困難である。

溶接技術の進歩は目覚しく、信
頼性も大幅に向上しており緩和
しても保安上支障のない状況と
なっているとする技術的な根拠
が現状では十分でないため、溶
接事業者検査の範囲を口径300
㎜以上、5880kＰａ（60ｋｇ/cm2）
以上に緩和することはできな
い。

その他

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

要望主体名

要望
事項番号

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
z1100051 水産省、経済 （クーリングオフの義務撤廃）

5086

50860022

11

社団法人リース事業協会

22

産業省

金融庁、農林

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
z1100051 水産省、経済 （クーリングオフの義務撤廃）

5092

50920022

11

オリックス株式会社

22

産業省

z1100052

経済産業省

電気事業法溶接安全管理審査の合理
化

5089

50890003

24/40

11

社団法人

日本化学工業協会

3

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

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資
家が能動的に判断する局面が多く、契約締結
後、投資を取りやめるケースは時折存在す
る。一方、クーリングオフ制度を活用した資
金払込後の契約撤回は、ほとんど利用されて
いない現状である。クーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。合理的
理由が存在するなら、投資信託にも即刻クー
リングオフを適用すべきである。本年6月、
同要望に対して金融庁・農林水産省・経済産
業省から「商品投資契約においてクーリング
オフ規定を設けているのは、商品投資の仕組
みが複雑であるため一般の投資者がそれを十
分に理解しないまま契約を締結したり、販売
業者の勧誘によって冷静な判断をしないまま
大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 契約締結に至る事態が想定されることから、
投資家に対して契約締結後一定期間は意思決
が変動する資金運用には馴染まない概念 ンドの運用コストの軽減
定の再確認をしうる時間的余裕を与えること
である。
とするためである。このため、商品ファンド
の多くが一般の投資家に広く販売されている
現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃すること
は困難である。なお、金融商品販売法に規定
する事業者の事前説明義務事項には、クーリ
ングオフに関する事項も含まれており、同法
の施行がクーリングオフ制度を撤廃する合理
的理由とはならない。」との回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には設け
られていない制度を商品ファンドに設けるこ
とに対する十分な説明とは思われず、実際に
は、投資家が能動的に投資の是非を判断する
局面が多いことからクーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。早急な
措置を要望する。

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（クーリングオフの義務撤廃）

商品ファンド募集の実務においては、資料請
求、申し込み、契約締結、資金の払込と投資
家が能動的に判断する局面が多く、契約締結
後、投資を取りやめるケースは時折存在す
る。一方、クーリングオフ制度を活用した資
金払込後の契約撤回は、ほとんど利用されて
いない現状である。クーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。合理的
理由が存在するなら、投資信託にも即刻クー
リングオフを適用すべきである。本年6月、
同要望に対して金融庁・農林水産省・経済産
業省から「商品投資契約においてクーリング
オフ規定を設けているのは、商品投資の仕組
みが複雑であるため一般の投資者がそれを十
分に理解しないまま契約を締結したり、販売
業者の勧誘によって冷静な判断をしないまま
大半の金融商品にはクーリングオフは無
く、運用開始と同時に資金の純資産価値 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 契約締結に至る事態が想定されることから、
投資家に対して契約締結後一定期間は意思決
が変動する資金運用には馴染まない概念 ンドの運用コストの軽減
定の再確認をしうる時間的余裕を与えること
である。
とするためである。このため、商品ファンド
の多くが一般の投資家に広く販売されている
現状において、法目的である投資家保護の観
点から、クーリングオフ規定を撤廃すること
は困難である。なお、金融商品販売法に規定
する事業者の事前説明義務事項には、クーリ
ングオフに関する事項も含まれており、同法
の施行がクーリングオフ制度を撤廃する合理
的理由とはならない。」との回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には設け
られていない制度を商品ファンドに設けるこ
とに対する十分な説明とは思われず、実際に
は、投資家が能動的に投資の是非を判断する
局面が多いことからクーリングオフの規制を
維持する合理的理由は見当たらない。早急な
措置を要望する。

電気事業法施行規則７９条にて溶接安全
電気事業法溶接安全管理審査の合理 管理審査の対象となる容器・管を定めて
いるが、この対象範囲を見直し（縮小）
化
してほしい

溶接安全管理の対象となる容器・管の基
準は３０年以上前からほとんど変更され
てない。しかし、その間での溶接技術の
進歩は目覚しく信頼性も大幅に向上して
いるので緩和しても保安上支障のない状
況となっている。
現行、蒸気や熱水（100℃以上）の場
合、口径150㎜以上の配管では圧力980k
Ｐａ（10ｋｇ/cm2）以上が溶接安全管理
審査の対象であるが、口径300㎜以上、
5880kＰａ（60ｋｇ/cm2）以上に緩和し
てほしい。

その他
（特記事項）

「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

化学物質の審査
及び製造等の規
制に関する法律
特定化学物質の
環境への排出量
の把握等及び管
理の改善の促進
に関する法律
化学兵器の禁止
及び特定物質の
規制等に関する
法律

制度の現状

化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律、特定化学物
質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関す
る法律、化学兵器の禁止及び特
定物質の規制等に関する法律
においては、法令で定められて
いる化学物質リスト等には化学
物質の名称が記載されている。

石油石炭税については、平成１
５年１０月１日の制度改正にお
いて、税率を液化石油ガス（ＬＰ
Ｇ）及び液化天然ガス（ＬＮＧ）に
ついては１トンあたり１，０８０円
に引き上げるとともに、石炭を課
税対象に追加し、その税率を１ト
ンあたり７００円とするとともに、
石油税の名称を石油石炭税に
石油石炭税法第
改める等所要の措置を講ずるこ
３条、
ととされた（現在は、平成１８年３
租税等特別措置
月３１日までの経過措置期間
法第９０条の４の
中）。
２
この際、鉄鋼の製造に使用する
石炭、コークスの製造に使用す
る石炭及びセメントの製造に使
用する石炭については、平成１
７年３月３１日まで、また、沖縄
県で発電に共される石炭につい
ては、平成１９年３月３１日まで
の間の措置として、石油石炭税
を課さないこととされた。

エネルギーの使
用の合理化に関
する法律第第１１
条及びエネル
ギーの使用の合
理化に関する法
律施行規則第１
０条及び第１１条

省エネ法第１１条の規定に基づ
き、第一種エネルギー管理指定
工場及び第二種エネルギー管
理指定工場に対し、前年度の燃
料等又は電気の使用量及び原
単位等について報告を求めてい
るところ。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｆ

c

I

措置の概要
（対応策）

各法律に列挙されている化学物
質は、一つの表記により数百以
上に及ぶ物質を網羅しているこ
ともあることに加え、化学物質の
知名度等を踏まえ必要に応じて
付与されているＣＡＳ番号は論
理上全ての化学物質に付与さ
れているわけではなく、法律が
規制の対象としている化学物質
を全て網羅することはできない。
よって、法規制には漏れが許容
されないことから法律にＣＡＳ番
号を併記することはできない
が、（独）製品評価技術基盤機
構（化審法、化管法）又は経済
産業省（化管法）のホームペー
ジにおいて、規制対象化学物質
に対応するＣＡＳ番号の例を参
考として併記しており、調査と検
索の便に供しているところであ
る。

Ⅰ

税の減免に関するものである

Ⅲ

個別事業者毎の定期報告につ
いては、省エネ法の円滑な施行
を図るために事業者に課した措
置であり、報告内容には個々の
企業の経営上の秘密に属する
ものと考えられる事項が多く含
まれることから、これらを省エネ
法の施行に関わらない自治体
に提供することは適当ではな
い。

その他

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

要望主体名

要望
事項番号

経済産業省、
厚生労働省、

化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併
z1100053 環境省、総務 記する。

5089

50890004

11

社団法人

日本化学工業協会

4

省、国土交通
省

z1100054

z1100055

経済産業省

ソーダ工業における電力の石油石炭税
免税制度の創設

経済産業省、
エネルギー管理の一元化
環境省

5089

5089

50890005

50890006

25/40

11

11

社団法人

社団法人

日本化学工業協会

日本化学工業協会

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

法律に規制されているリスト等に掲載さ
れている化学物質の名称に必ずＣＡＳ番
化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併
号を併記すること。
記する。
対象の法律は化学物質名称を記載されて
いる全ての法律である。

具体的事業の
実施内容

ＣＡＳ番号併記により、化学物質の調査
と検索が容易になり、調査時間の短縮と
ともに間違いが少なくなる。
社内で化学物質一覧表等を作成し管理す
る場合、ＣＡＳ番号を付与することで管
理がし易く、間違いが少なくなる。

要望理由

化学物質の名称表記は数文字の短い物質
を除き１通りではなく幾つもある場合が
多い。現在は化学物質名称だけで照合し
ており、化学物質の同定等の調査に長時
間を要する上に間違いも発生している。
他社も同じで、ＣＡＳ番号併記ではない
ため調査･検索に苦労している。
ＩＴ時代にＣＡＳ番号での検索は必須で
ある。

5

食塩の電気分解によって各種ソーダ製
ソーダ工業における電力の石油石炭税 品、塩素製品を製造するソーダ工業にお
いて、原料として使用する食塩電解用電
免税制度の創設
力への課税の免除。

①ソーダ工業では、電力によって食塩
（塩化ナトリウム）をソーダ（ナトリウ
ム）と塩素に分ける製法（食塩電解法）
が採られ、電力は水、食塩とともに代替
不可能な原料のひとつである。原料であ
る電力は製造コストの半分を占める。
② ソーダ工業は、さまざまな工業製品
の製造に用いられる基礎化学品、中間原
料として利用される苛性ソーダをはじめ
飲料水、医薬品、生活用品で幅広く活躍
する塩素製品を供給している。コスト上
昇に基づく価格上昇の社会的インパクト
は小さくない。 ③東アジアにおいて
益々の厳しい国際競争にさらされてい
る。国際競争力の維持、強化から、世界
と同等の条件で競争できる場の整備・確
保が急務である。鉄鋼におけるコーク
ス、セメント製造における石炭並みの免
税措置を希望する。

6

省エネ法に基づき、エネルギー指定工場
では､定期報告書を各地産業局に提出し
て管理を受けている。一方、環境省の指
導下各地方自治体は､地域推進計画を作
り､地域事業者に温室効果ガスの排出量
の実績を求めることを開始した。このエ
ネルギー管理と温室効果ガス管理は、事
実上同一である、管理の一元化を求め
る。

事実上同じ内容のものを産業局と各自治
体に提出する必要があり､煩雑である。

エネルギー管理の一元化

その他
（特記事項）

「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

中小企業信用保
険法 中小企業 信用保証協会の保証は原則と
信用保険法施行 して全額保証となっている。
令

中小企業保険法 中小企業信用保険法上、ファイ
施行令第１条の ナンス会社等は保証付債権の
３ほか
譲渡対象外としている。

国内において、物品購入等のた
め職員による立替払を必要とす
るケースはほとんど想定されな
いことから、既設の会計機関が
処理している。
また、出張旅費については、国
家公務員等の旅費に関する法
律第３条第１項の規定により職
員に直接支給することとされて
いる。
また、出張に伴う費用を職員個
人のクレジットカードで支払うこ
とに関しては特段の制約はな
い。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ｄ

措置の概要
（対応策）

現在、信用補完制度のあり方全
Ⅰ，Ⅳ 体につき、審議会において検討
を始めたところ。

Ⅱ

−

現在、信用補完制度のあり方全
体につき、審議会において検討
を始めたところ。

国際会議への出席等に際し、海
外でコピー、ファクシミリの使用
等が予定される場合は、現地で
契約する必要があることから、
会計法第１３条第３項の規定に
基づき、出張者のうち適任者を
契約権限の有する分任支出負
担行為担当官として任命し、ク
レジットカードでの決済を前提と
した契約を行い、後日、利用内
容を確認のうえ、クレジット会社
からの請求に基づき、センター
支出官払としているところであ
り、会計法令の範囲内で適正に
処理しているところ。

その他

管理コード

z1100056

z1100057

z1100058

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

全省庁

項目

中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

信用保証協会保証付債権の譲渡対象
先の拡大

クレジットカード決済による支
払業務

要望
管理番号

5092

5092

5095

要望事項
管理番号

50920015

50920016

50950002

26/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

オリックス株式会社

オリックス株式会社

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

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

中小事業者に対する債務保証制度の
見直し

16

中小企業保険法により信用保証協会保証付債
権の譲渡の相手方としては銀行等の金融機関
と整理回収機構・産業再生機構に限定されて
いる。現在、金融庁策定のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、金融再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基
づき、各金融機関はﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰ
ﾋﾞｻｰ会社などを活用し、債務者の再生を図る
ことを積極的に企図しているが、再生ﾌｧﾝ
ﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社に保証付債権の売却ができな
いことが、金融機関の不良債権の早期処理、
債務者の再生にとって大きな阻害要因となっ
ている。一方で、保証付債権が整理回収機
構・産業再生機構に譲渡された債務者に対し
ては同じく中小企業保険法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ
信用保証協会保証付債権の譲渡対象 保証の拡充が図られており、官民格差が大き
い。よって、法改正あるいは、一定の条件
先の拡大
（ｅｘ.再生支援協議会が認定した再生計画
案に基づく、債権譲渡であれば認める）を付
したうえでの、信用保証協会保証付債権の譲
渡対象先の拡大を強く要望するもの。本年6
月、同要望に対して経済産業省から「金融機
関の不良債権の円滑な処理や債務者の再生に
ついては、今後とも促進を図っていく必要が
ある。一方で、保証付債権の譲渡対象先を広
げることが、中小企業者をはじめとした関係
者にどのような影響を及ぼすのかについて
は、慎重に見極める必要がある。今後、関係
機関との協議等を通じて、適切な制度のあり
方を検討してまいりたい。」との回答が示さ
れた。早急な検討、措置を要望する。

クレジットカード決済による支
払業務

要望理由

健全な経営を行う中小事業者や新規事業
者の資金調達の円滑化を図る施策は必要
であるが、公的機関の債務保証制度につ
いては、民間金融機関のモラルハザード
を防止するための措置を講じる必要があ
る。また、資金の供給者を特定の金融機
関に限定する現行の制度は、金融サービ
スを提供する事業者のイコールフッティ
ングという観点から見直すべきである。
本年6月、同要望に対して経済産業省か
ら「現在、信用補完制度のあり方全体の
中小事業者に対する債務保証制度を見直 中小事業者の資金調達の円滑化が期待で
検討の中で、部分保証の是非、導入する
すことを要望する。
きる。
とすればその具体的な手法、導入時期に
ついても検討しているところである。部
分保証については、金融機関との適切な
リスク分担を図る観点からその推進が求
められており、これまでも一部制度で部
分保証を導入してきたところであるが、
中小企業者への影響にも十分に配慮して
検討を行う。また、譲渡対象先の拡大に
ついても、中小企業者への影響にも十分
に配慮しつつ検討を行う。」との回答が
示された。早急な見直しを期待する。

15

2

具体的事業の
実施内容

債務者の再生を前提とした信用保証協会
保証付債権の譲渡対象先の拡大により、
具体的要望内容に記載。
金融機関の不良債権の早期処理、債務者
の再生が加速化することが期待できる。

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。

その他
（特記事項）

「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

特許法107条、
195条
実用新案第31
条、第54条
意匠法第42条、
第67条
商標法第40条、
第65条の7、第76
条

現在、特許料・登録料及び手数料
（以下「特許料等」という。）は、特許
印紙又は現金によりその納付がな
されているところ。
特許印紙による特許料等の納付
は、納付者が事前に国庫に金銭を
支払って相当額の特許印紙の交付
を受け、書面手続きについてはそ
の書面に特許印紙を貼付し特許庁
に提出することで、電子手続きにつ
いては事前に特許庁へ予納しその
後に電子申請の際に予納台帳番
号を記載し特許庁に申請することで
特許料等の納付がなされたものと
することとしている。
また、現金による特許料の納付に
ついては、事前に特許庁に納付書
の交付を受け、現金により銀行窓
口から国庫に納付し、その領収書
を書面に貼付し特許庁へ提出する
ことで、特許料の納付がなされたも
のとすることとされているところ。
また、平成１７年度中に、インター
ネットを利用した電子申請の受付等
を開始し、この申請における特許料
等の納付については、マルチペイメ
ントネットワークの利用を可能とし、
特許料等の納付の多様化を図る予
定。

現在、弁理士試験の受験手数
料については、受験者が事前に
弁理士法施行規 金銭を支払って相当額の特許
則第７条
印紙を購入し、受験願書に特許
印紙を貼付して提出することで
納付したこととしているところ。

特許付与にあたり、形式審査の
みならず、実体審査を行い、新
規性や進歩性等の特許要件を
特許法第４７条
満たしていると判断された出願
のみを登録する審査主義を採
用している。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ｃ

特許料等の納付は、手続きと同
時（又は事前）に行うこととされ
ているところ。特許料の納付は
納付期限が定められており、そ
の期間内に納付がなされない場
合権利そのものが消滅すること
となる。特許料の納付をクレジッ
トカードによる立替払いを行った
場合、特許庁への手続きと同時
（又は事前）にクレジットカード会
社から国庫に納付がなされるこ
とを確保することができないた
め。

ｃ

弁理士受験手数料は、願書受
付と同時に行うこととされている
ところ。受験手数料の納付は、
願書受付期限までに行われるこ
ととし、その期限までに納付の
ない場合は当然受験ができな
い。受験手数料をクレジットカー
ドによる立替払いを行った場
合、願書受付期限までにクレ
ジットカード会社から国庫に納
付がなされることを確保すること
ができないため。

C

研究開発のインセンティブを確
保するとともに、その効果的な
活用を図るためには、研究開発
結果に対して、法的に安定した
強い権利を設定することが不可
欠であり、審査主義の下で特許
要件を厳格に審査をすることが
必要である。なお、特許審査の
迅速化については、「知的財産
推進計画２００４」において設定
された目標を達成すべく、審査
体制の抜本的強化、アウトソー
シングの拡充等の総合施策を
強力に推進しているところであ
る。

その他

管理コード

z1100059

z1100060

z1100061

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

特許・実用新案・商標・意匠の
申請手数料の支払（納付）代行
業務

弁理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

特許権取得の簡素化、迅速化

要望
管理番号

5095

5095

5103

要望事項
管理番号

50950010

50950012

51030001

27/40

要望
事項
補助
番号

11

11

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

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

神奈川県小田原市

要望
事項番号

10

12

1

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

特許・実用新案・商標・意匠の
申請手数料の支払（納付）代行
業務

現在、特許・実用新案・商標・意匠
の申請手数料は印紙で払うが、申請
特許法１０７条（特許料）５項「第
者の利便性を考慮しクレジットカー
一項の特許料の納付は、経済産業省
ドによる立替払いを行いたい。した
令で定めるところにより、特許印紙
がって特許法１０７条（特許料）５
をもつてしなければならない。ただ
項「第一項の特許料の納付は、経済
クレジットカード決済による立替払
し、経済産業省令で定める場合に
産業省令で定めるところにより、特
い
は、経済産業省令で定めるところに
許印紙をもつてしなければならな
より、現金をもつて納めることがで
い。ただし、経済産業省令で定める
きる。 」の部分を規制緩和してい
場合には、経済産業省令で定めると
ただきたい。
ころにより、現金をもつて納めるこ
とができる。 」の部分を規制緩和
していただきたい。

弁理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

現在、弁理士の受験手数料は印紙で
払うが、受験者の利便性を考慮しク
弁理士法施行規則第７条（受験手数
レジットカードによる立替払いを行
料）「法第十五条第一項 に規定す
いたい。したがって弁理士法施行規
る受験手数料は、受験願書に、特許 クレジットカード決済による立替払 則第７条（受験手数料）「法第十五
印紙をはって、これを納付しなけれ い
条第一項 に規定する受験手数料
ばならない。」の部分を規制緩和し
は、受験願書に、特許印紙をはっ
ていただきたい。
て、これを納付しなければならな
い。」の部分を規制緩和をしていた
だきたい。

特許権取得の簡素化、迅速化

特許権の取得に関しては、その審査の
中で客観的な証明を必要とするため、特
許出願から実際に特許権が認められるま
で長い時間を必要としている。
そこで、実用新案登録と同様、所定の
書式どおりであれば特許権を付与する書
面審査方式に変更し、処理を迅速化す
る。

特許を前提とした、企業の国際的な産業
競争力の強化に資する。

その他
（特記事項）

「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

・独立行政法人
中小企業基盤整
備機構法
・独立行政法人
中小企業基盤整
備機構法施行令
・独立行政法人
中小企業基盤整
備機構の業務
（産業基盤整備
業務を除く。）に
係る業務運営、
財務及び会計に
関する省令
・高度化事業に
係る都道府県に
対する資金の貸
付に関する細則

①について
高度化事業の対象となる共同店舗事業は、(1)中小企業者が共同出資
会社を設立し、共同店舗を設置する事業（施設集約化事業）、(2)中小企
業者及び地方公共団体が出資する第３セクター等が、特定の法律の認
定を受けた計画に基づき商店街整備の一環として共同店舗を設置する
事業（商店街整備等支援事業）がある。
(1)の施設集約化事業は、売り場面積の拡張、駐車場不足の解消、ＰＯ
Ｓシステムなどの最新設備の導入等、中小企業者単独では実現が困難
な経営基盤の強化や事業環境の改善を図るため、中小企業者が共同
出資会社を設立し、自らが事業を行う場として、共同店舗を整備する事
業であり、以下の貸付要件を設けている。
ア．出資者全員が当該店舗内に入居すること
イ．出資者の２／３以上が中小企業者であること
ウ．共同店舗面積のうち、出資者の利用面積が２／３以上であること
等
(2)の商店街整備等支援事業は、中小企業者だけでは実現が困難な商
店街全体の活性化を支援するため、第３セクター等がコミュニティホー
ル、駐車場等の商業活性化施設又は当該施設と併せて、出資者自らが
入居する又は当該商店街の核となる大型店若しくは商店街に不足する
業種を誘致するための共同店舗を設置する事業であり、以下の貸付要
件を設けている。
ア．中小小売商業振興法、商工会及び商工会議所による小規模事業者
の支援に関する法律又は中心市街地における整備改善及び商業等の
活性化の一体的推進に関する法律（中心市街地活性化法）のいずれか
の法律の認定を受けた計画に基づき実施される事業であること
イ．共同店舗の面積のうち、中小企業者の利用面積が２／３以上（中心
市街地活性化法の認定を受けた場合は１／４以上） 等

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

Ⅰ

統計法、地方自治法及び地方
財政法の規定により、国が専ら
その用に供することを目的とし
統計法
て行う統計及び調査に要する経
費については、国が措置すべき
地方自治法
ものとされており、具体的には
委託費交付要綱（大臣決定）に
地方財政法等
基づき、調査ごとの適正な配分
基準に基づき地方公共団体に
交付されているところ。剰余金
が生じた場合は、返還されてい
る。

①について
高度化事業には、(1)中小企業者が共同して
経営基盤の強化や事業環境の改善を図るた
めに行う工場団地や共同店舗等の整備事業
と、(2)中小企業者だけでは実現が困難な商
店街全体の活性化等を図るため、地方公共
団体と地域の中小企業者が協力して設立す
る第３セクター等の支援機関が行う商店街
活性化施設等の整備事業、の２種類があ
る。(1)の中小企業者が行う事業の場合は、
中小企業者自らが利用する事業用施設を整
備することが大原則となっている。よって、施
設集約化事業により中小企業者が共同で出
資会社を設立し共同店舗を整備する事業の
場合には、出資者全員（＝事業の実施主体）
が当該店舗に入居することを要件としてい
る。本要件がない場合には、単に貸店舗事
業を行う者に対する資金支援策となり、高度
化事業の大原則を逸脱することとなる。

その他

管理コード

z1100062

制度の
所管官庁

経済産業省

項目

中心市街地整備促進のための融資シ
ステムの改善等について

要望
管理番号

5111

要望事項
管理番号

51110008

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

（社）不動産協会

要望
事項番号

8

要望事項
（事項名）

中心市街地整備促進のための融資シ
ステムの改善等について

②について
・診断
高度化融資における診断は、都道府県が、
貸付けを行う立場から、特に過大投資を回
避し、かつ、事業が効率的・効果的に行える
よう事前に計画の妥当性を判断するために
行うものである。都道府県は、自らの判断に
より診断を行っており、国としてその内容に
介入することはできないので、都道府県とよ
く相談されたい。
・債権保全
高度化融資における債権保全は、債権者で
ある都道府県が、貸付金の回収の確実性を
担保するため、独自の判断に基づき講じて
いるものであり、国として、都道府県の債権
保全策に介入することはできないので、都道
府県とよく相談されたい。

②について
・診断
高度化融資については、都道府県による事業計画の診断を貸し付け
の条件として義務づけている。診断では、事業を実施する地域の特性、
商圏構造、事業実施者の投資計画、資金調達計画、収支計画、販売計
画等の分析、他の地域での類似事業との比較等、事業計画を総合的に
分析し、計画の妥当性、貸付金の償還確実性を判断し、改善すべき事
項がある場合は、診断意見として事業実施予定者に通知することとして
いる。当該意見に対する対応が図られ、その結果、都道府県が最終的
に妥当と判断したものについて貸付けを行うこととしている。
・債権保全
高度化融資における債権保全は、中小企業者に対する直接の債権者
である都道府県が、自らの判断により規則を設けて行っているところで
件を担保として徴求し、加えて、組合役員全員又は事業に参加する組合員

現在、産業技術力強化法第１７
条により、産業技術力の強化を
図るため特に必要なものとして
政令で定める要件に該当する
中小企業に対して、審査請求料
及び第一年から第三年までの
特許料の１／２軽減措置を講じ
ているところ。なお、平成１５年
の通常国会において産業技術
力強化法を改正し、平成１６年４
月より、対象要件をこれまでの
「試験研究費等比率３％超の中
特許法第107条、
小企業」に加え、次の①〜③の
109条及び195条
事業を行う中小企業にも拡大。
の２
①中小企業の創造的事業活
産業技術力強化
動の促進に関する臨時措置法
法第17条
における認定事業
②中小企業技術革新支援制
度（SBIR）における特定補助金
等交付事業
③中小企業経営革新支援法
における技術に関する研究開発
に係る承認事業
また、特許出願手数料について
は、平成１６年４月より、２万１千
円から事務処理を行う上で最低
限必要な１万６千円へ引き下げ
を行ったところ。

措置の概要
（対応策）

産業技術力強化法第１７条によ
る軽減措置は、規制措置ではな
く、本来受益者負担の原則から
手続きをする者が実費相当の
料金を支払うところ、産業技術
力強化を図ることを目的に研究
開発型中小企業に対して特例と
して講じられた財政的措置であ
る。
また、特許出願手数料について
も、本来受益者負担の原則から
手続きをする者が実費相当の
料金を支払うものであり、従来
型の財政的措置を求めるもので
ある。

ef

Ｃ

Ｉ

統計調査委託費は、地方公共
団体が行うこととしている指定
統計調査の法定受託事務に係
る委託費である。専ら国の利害
に関係する事務に要する経費
は国が負担すべきものであるこ
とにかんがみ、当該委託費は交
付金化になじむものではない。
また、国が法定受託事務に係る
委託費として交付したものを、他
の使途に充てることは適当でな
い。

全ての中小企業を対象とする減
免措置の導入及び特許出願手
数料を減免措置の対象とするこ
とについては、減免する中小企
業の審査等に係るコストを他の
出願人に負担させることになり、
強いては更なる料金の引き上げ
を行うことにもつながりかねない
z1100063
ため適切ではない。
なお、中小企業の特許取得に係
る費用を実質的に軽減させる措
置として、出願後審査請求前に
従来技術の調査を無料で行え
る制度を創設し、審査請求を行
うか否かの見極め支援を開始し
たところ。

経済産業省

中小企業の特許関係の料金減免措置
の拡充

5117

51170011

11

東京都

11

具体的
要望内容

中心市街地活性化基本計画策定区域内・都市
再生緊急整備地域内での高度化資金導入に関
して、次の要望をする。
①共同出資会社方式等の制度適用条件（中小
企業要件）の第３セクター方式なみの緩和を
図る
現況要件は、出資者が入居者であることが原
則で、入居者の人数・利用面積とも2/3以上
が中小企業であることが中小企業要件である
が、都市再生緊急整備地域等を前提とした場
合、出資者が入居者である必要はなく、
中小企業要件は、入居者の人数で2/3以上か
つ利用面積で1/4以上が中小企業であれば適
用可とする。（⇒第３セクターを利用した場
合の適用要件と同じ）
②融資審査手続のスピードアップと審査基準
の明確化・透明化を図る
・ 融資を受けるための協議において、保留
床１坪あたりの投資額や借入額を縮減すべき
との指摘はあるが、立地条件や事業スキー
ム、収支計画等の事業性と関連付けて指摘さ
れることが少なく、審査する側が適正水準を
どこに置いているかが明確でない面がある。
このことから事業者側としてどこまで縮減す
れば診断・認定を受けられるのかがわからな
い状況を改善すべきである。
・ 法制度にはないが、高度化融資の債権保
全策の１つとして役員個人保証が慣行化して
いるが、原則として個人保証は無くし、事業
性と従後土地建物への担保設定のみで対応す
べきである。

総務省、文部
科学省、経済 国委託事務の精算を廃止（渡しきり交

5118

51180003

水産省

28/40

11

埼玉県草加市

3

・第３セクター方式と同様の要件（入居
と出資をリンクさせない）とすれば、融
資の活用が進み、地方都市でのまちづく
りが推進される。
・地方都市における中心市街地活性化
は、地元中小小売業者の育成が不可欠だ
が、合わせて、大企業のノウハウを導入
することも不可欠である。（店舗経営、
資金調達、施設運営等）

国委託事務の精算を廃止（渡しきり交
付金制度の導入）

出願手数料も減免の対象とすること

国による市町村への委託事務に係る委託
金（交付金）について、市町村の経費節
減努力に報い、かつ国費の有効活用をは
かるため、これを精算なしの「渡しきり
交付金」へと改めることを提案する。

要望理由

①共同出資会社方式の場合、入居と出資
がリンクしており、所有と経営の分離が
図れないなど、一定規模以上の中心市街
地案件では、高度化資金の導入がしにく
い制度となっている。
②判断基準が明確でなく、指摘される内
容についてどのような改善を図ればよい
かが見えない。

本年６月の本要望において、「特許料等
の減免は規制措置ではなく、実質上従来
型の財政措置にしか過ぎないため対応不
可」との回答があったが、特許料等の減
免は地域住民の生活や生産活動に大きな
制約をもたらすため、本要望の対象とす
べきである。
・特許法の改正により１件当りの総費用
が引き下げられ、資力に乏しい法人の減
免期間が設立５年以内から10年以内に緩
和されるなどの措置が講じられた。
・しかし、依然として減免制度を受けら
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。
・中小企業における知的財産の取得を促
進させるため、特許関係料金の更なる減
免措置の拡充が必要である。

① 研究開発型中小企業に限定すること
なく、全中小企業を減免の適用対象とす
中小企業の特許関係の料金減免措置
ること
の拡充
②

z1100064 産業省、農林 付金制度の導入）

具体的事業の
実施内容

国指定統計調査事務、国政選挙事務等、
国の委託事務については、国が標準的な
仕様、単価等をもとに算出した委託金
を、受託市町村等に渡しきるものとす
る。市町村等は、この仕様の範囲内で受
託事務を遂行し、残余が生じたときは、
当該年度または翌年度に繰り越して、別
途の費目に充当することができるものと
する。
これにより、
① 受託市町村の経費節減努力を促し、
当該事業の効率的な執行が期待できる。
② 「使い切り主義」による冗費の発生
を抑止でき、残余金を市町村が有効活用
することを通じて結果として国費の有効
活用となる。
③ 市町村の創意工夫を通じて、国は委
託事務の仕様等を改善することができ
る。
④ 国､都道府県、市町村それぞれに生じ
る精算事務をなくせる。

国による市町村への委託事務は、国政選挙や
各種の統計調査事務等、多数にのぼる。その
経費を国が交付しているが、事務終了後に精
算する方式をとっているものが多い。特殊な
場合を除き、不足した場合に交付金が増額さ
れることはないが、使い残しが生じたときは
全額を返還しなければならない。このため節
減意欲が働きにくく、委託事業の限定された
使途の範囲で、全額を使い切ることが慣行化
している。
この点について、委託事務の効率的執行を促
し、かつ国費の有効な活用をはかる観点か
ら、「渡しきり交付金制度」への転換を提案
する。
「渡しきり交付金」については、中央省庁等
改革の推進に関する方針（平成１１年４月２
７日、中央省庁等改革推進本部決定）の中
で、独立行政法人の事業運営のための交付金
制度として導入がはかられたところであり、
使途の内訳を細かく特定せず、かつ予定以外
の使途に充てることや、翌年度繰越を認めた
ものとなっている。
この方式を市町村への委託事務にも適用する
ことにより、節減努力を促し、結果として国
費の最有効活用がはかれる。またこのこと
は、市町村、都道府県、国それぞれに生じる
精算等事務の合理化にもつながる。間近に
迫った国勢調査には巨額の国費が投入され
る。国政選挙に投じられる国費も大きなもの
がある。これらを有効に活用し、かつ地方の
コスト意識や創意工夫力を高めるためにも、
「渡しきり交付金方式」への転換を実現した
い。

その他
（特記事項）

「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

ー

制度の現状

ー

中小企業等協同組合法におけ
る協同組合が行う共済事業に
中小企業等協同 対して、報告の聴衆、検査等の
組合法
規定はあるものの、契約者保護
の観点から、民間保険事業者と
同等の規制ではない。

大規模小売店舗
立地法

大規模小売店舗立地法では、設置者
は大規模小売店舗を新設しようとする
場合（建物を新たに建築して大規模小
売店舗を営業しようとする場合だけで
はなく、既存の建物において大規模小
売店舗を営業しようとする場合も含
む。）には、届出が必要であるが、届出
から８か月間において、都道府県等が
意見を述べるか否かの判断を行うまで
は、原則として新設が認められていな
い。建物を新たに建築して大規模小売
店舗を営業しようとする場合において
は、必ずしも、建物の着工前に届出を
行う必要はないが、都道府県が意見を
述べた場合、その内容次第では、建物
の設計や土地の形質の変更が必要と
なる場合もあり得ることに留意する必要
がある。
また、同法の手続を円滑に進めるた
め、都道府県等が届出前に事前相談を
求めている場合もあると承知している
が、国としては、同法に定められていな
い事前相談に応じるかどうかはあくまで
設置者の任意であるべきで、義務化す
ることがないよう、定期的な連絡会議や
研修において、都道府県等に周知徹底
を図っているところ。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ー

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

経済産業省では、平成１６年９
月に企業価値研究会を立ち上
げ、適切なＭ＆Ａ対応策につい
て検討を進めている。本研究会
では①国が敵対的Ｍ＆Ａを直接
規制する方策ではなく民間の自
衛策であること、②外国資本を
排除するわけではなく、③欧米
諸国の制度を参考にしつつ、グ
ローバルスタンダードに通用す
る防衛策であること、という前提
のもとで、経営者と買収者が対
等に交渉するための時間と機会
を与え、企業価値を向上する手
段として何ができるのか、につ
いて検討を行っている。本研究
会においては平成１７年５月を
目途に最終取りまとめを行う予
定。

ー

z1100065

経済産業省

協同組合の行う共済事業、及び
その健全な運営等について検
討を行う予定。

項目

敵対的Ｍ＆Ａ防衛策について

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5120

51200003

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

3

要望事項
（事項名）

敵対的Ｍ＆Ａ防衛策について

具体的
要望内容

3. 敵対的Ｍ＆Ａ防衛策を導入すること
に伴う、国境を越えた合併・買収を困難
とするような規制の制定の動きについて
説明を求める。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
1.1企業の構造改革と関連税制措置
による。

総務省、厚生労
共済への民間保険会社と同様の規制
z1100066 働省、農林水産 制度の適用（認可共済）
省、経済産業省

5120

51200026

11

欧州委員会（ＥＵ）

26

共済への民間保険会社と同様の規制
制度の適用

3ａ.
共済は、免許を受けた民間保険
会社と同じ規制制度を適用すべきであ
り、新規引き受け業務を展開するために
規制および課税に関する特権的な地位を
利用することを控えるべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

ｄ

−

大規模小売店舗立地法では、
届出から８か月間において、都
道府県等が意見を述べるか否
かの判断を行うまでは、新設が
認められていない。
また、同法に定められていな
い事前相談に応じるかどうかは
あくまで設置者の任意であるべ
きで、義務化することがないよ
う、都道府県等に周知徹底を
図っているところ。

「日本の規制改革に関するＥＵ
優先提案」において、
「ガイドラインの明確化」とは、大
規模小売店舗立地法の新設の
届出の時期、建築許可手続との
整合性についてのルールが明
確化でないこと、また、
「地方自治体が実施する申請処 z1100067
理手続」とは、都道府県等が同
法にはない手続（事前相談）を
課していること、
について、改善を求める趣旨の
ものであり、ＥＵに対して、左記
「制度の現状」のとおり回答して
いるところ。

経済産業省

大店立地法の施行に関するガイドライ
ンの明確化等

5120

51200047

29/40

11

欧州委員会（ＥＵ）

47

EUは大店立地法の施行に関するガイドラ
インの明確化および日本全国での公正で
大店立地法の施行に関するガイドライ
一貫した同法の適用を確保するべく地方
ンの明確化等
自治体が実施する申請処理手続きを監視
することを要請する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提
案」（2004年10月28日 駐日欧州委員会
代表部）
3.2.1流通／大規模小売店の免許
による。

その他
（特記事項）

「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

各省庁は、個人情報保護法に
おける個人情報の取り扱いに関
するルールが各分野に共通す
る必要最小限のものであること
個人情報保護法
等を踏まえ、それぞれの事業等
の分野の実情に応じたガイドラ
インの策定・見直しを進めてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ａ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

各省庁は、事業団体等が主体
的に行うガイドラインの策定等
に対して、情報の提供、助言等
の支援を行うものとしており、そ
うしたガイドラインの策定等によ
り、民間部門における個人情報
の適正な取り扱いの確保を期待
できると考えている。当然のこと
ながら、このような取組は、電子
商取引において取り扱われる個
人情報の適正な取扱いを確保
することを目指すものであり、民
間部門に対して過度の負担を課
すことを目的とするものではな
い（経済産業省の個人情報保護
ガイドラインは、６月にパブリック
コメントに付し、１０月に公表・告
示済）。

その他

管理コード

z1100068

z1100098

なし

「情報システムに係る政府調達
制度の見直しについて」（平成１
４年３月情報システムに係る政
府調達府省連絡会議了承、１４
年４月、１５年３月、１６年３月改
定）に列挙されている措置を各
府省は可能な案件から逐次実
施することとしている。

ｄ

「情報システムに係る政府調達
制度の見直しについて」は、既
にホームページ等を通じて公表
しており、いつでも意見を提出で
きるようになっている。また、「規
制改革推進３か年計画」の改定
等の際には、日本経団連等の
民間部門から、情報システムに
係る政府調達の改善の取組に
ついて、定期的に進捗状況を把
握すべきなどの要望を受け、
フォローアップを実施している。
さらに、情報システムの調達を
含む政府調達に関する自主的
措置の実施状況については、
「アクション・プログラム実行推
進委員会」の下の「政府調達の
自主的措置に係る自主的レ
ビュー会合」において定期的に
内外の供給者から要望を聴取し
ている。

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

項目

官民による電子商取引の利用の促進
におけるプライバシー

官民による電子商取引の利用の促進：
裁判外の紛争処理手続（ＡＤＲ）の促進

総務省、財務
z1100069 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220029

51220030

51220033

30/40

要望
事項
補助
番号

21

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

29

30

33

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

2003年５月23日、国会が個人情報保護法
を成立させたことを受け、いくつかの省
庁は、同法の2005年４月の施行を前に公
表すべき施行指針を策定した。米国は以
下の措置を日本が取ることを提言する。
②全ての指針が、電子事業や「Ｂ to
Ｂ」および「Ｂ to Ｃ」電子商取引を阻
害せず、過度の負担を課さず、既存の国
際規制を補完する、一貫した指針となる
ことを確保する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画
2004はともに、個人に恩恵をもたらし、
高付加価値を生み出す事業活動の促進を
目指し、日本経済全体にわたってのＩＴ
の利活用や電子商取引を促している。イ
ンターネットのスピード、利便性、低価
格は、国境を超えて行われる電子商取引
という国際貿易に有利に働く反面、貿易
国家間での一貫した政策や規制を必要と
する。プライバシーを保護し、電子商取
引のための裁判外の紛争解決手続（ＡＤ
Ｒ）を推進し、ネットワーク・セキュリ
ティーを向上させ、スパムを取り締まる
といった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献
し、国内外での電子商取引を促進する。
これらの政策は、民間部門のリーダー
シップや自主規制メカニズムの原則に重
点を置き、国際的慣行と整合すべきであ
る。

e-Japan 重点計画 2004は、電子商取引
に関するＡＤＲの推進を掲げている。
①米国はＩＴ戦略本部がオンライン紛争
処理を推進する措置を採用し、それらの
官民による電子商取引の利用の促進： 措置を、電子商取引に関するＡＤＲが、
裁判外の紛争処理手続（ＡＤＲ）の促進 ＡＤＲ手続で用いられる規則、プロセ
ス、基準を一般的に当事者が決定できる
ことを認める自主規制の原則に則ること
を許すような形で講じることを確保する
よう要請する。

e-Japan戦略IIおよびe-Japan重点計画
2004はともに、個人に恩恵をもたらし、
高付加価値を生み出す事業活動の促進を
目指し、日本経済全体にわたってのＩＴ
の利活用や電子商取引を促している。イ
ンターネットのスピード、利便性、低価
格は、国境を超えて行われる電子商取引
という国際貿易に有利に働く反面、貿易
国家間での一貫した政策や規制を必要と
する。プライバシーを保護し、電子商取
引のための裁判外の紛争解決手続（ＡＤ
Ｒ）を推進し、ネットワーク・セキュリ
ティーを向上させ、スパムを取り締まる
といった公的私的部門における政策は、
日本におけるＩＴの利活用の拡大に貢献
し、国内外での電子商取引を促進する。
これらの政策は、民間部門のリーダー
シップや自主規制メカニズムの原則に重
点を置き、国際的慣行と整合すべきであ
る。

2004年3月30日に各省庁が採択した了解
覚書に列挙されている措置の実行と効果
をモニターし評価する。特に、米国は以
下のことを日本に提言する。
①了解覚書に沿って実施されている情報
システム調達手続の改善方法に関して、
2004年度内にパブリックコメントを通じ
て民間の意見を聴取する。知的財産権の
所有権や損失に対する責任の明確化と
いった検討中の事項もこのパブリックコ
メントの対象とする。

日本政府は、2001年より、電子政府の構
築に向け、情報システム調達手続を改革
するための具体的な措置を講じてきた。
それは、反競争的行為を防止し、高品質
な電子政府システムを妥当な価格で調達
し、業者間の技術革新や競争を促進し、
中央政府の調達における透明性を高め、
技術的中立性を確保するといった目標の
達成には、これらの措置が不可欠である
との認識の下に行われた。2003年に各府
省情報化総括責任者（ＣＩＯ）連絡会議
が決定した電子政府構築計画および重点
計画 2004においても繰り返し強調され
ているこれらの目標を米国は支持する。
これらの改革が意図する成果を生むこと
を確実にするため、米国は日本政府に下
記の提言をする。

官民による電子商取引の利用の促進
におけるプライバシー

情報システムの調達改革促進

その他
（特記事項）

「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

「情報システムに係る政府調達
制度の見直しについて」（平成１
４年３月情報システムに係る政
府調達府省連絡会議了承、１４
年４月、１５年３月、１６年３月改
定）に列挙されている措置を各
府省は可能な案件から逐次実
施することとしている。

情報システムに係る政府調達事
例データベースは、平成１６年４
月から運用している。

電力・ガス事業分野について
は、電力市場整備課・ガス市場
整備課に料金制度や事業規制
の分野において経済産業省内
でキャリアを積んだ専門性の高
い職員が配置されていることに
加え、両課から独立して電気事
業とガス事業の経理及び業務
根拠法令等なし 事業の監査を行うための職員を
配置している。また、新たに電気
事業法・ガス事業法において規
定された、情報の目的外利用の
禁止や、差別的取扱いの禁止
等の行為規制の執行を担保す
るため、電力・ガス事業部内に
おいても市場監視に係る専門
チームを組織している。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ｄ

情報システムの政府調達につ
いては、極端な安値落札の防止
等の観点から、自主的な取組と
して、入札の評価における将来
の運用コストの反映、著しい安
値入札があった場合の調査の
徹底等の方策を講じていくとして
いる。こうした取組みを通じて、
透明で公平な情報システムの調
達に努めている。本取組みは、
「情報システムに係る政府調達
制度の見直しについて」に基づ
き、２００２年３月以降、可能な案
件から逐次実施されているもの
であり、今後、各府省における
取組みが一層推進されることが
期待されるが、情報システムに
係る政府調達府省連絡会議事
務局（総務省、経済産業省、財
務省）において本取組みのフォ
ローアップ調査を毎年度実施し
ており、今後とも継続的に実施
していきたいと考えている。

ｄ

「情報システムに係る政府調達事例データ
ベース」は、本年４月から運用を開始してお
り、各府省における調達案件のデータを同
データベースに順次蓄積しつつ、蓄積された
調達案件に係る落札者情報等をインター
ネット上で公表している。
1)一般入札と随意契約の比率
公共事業を除く物品・サービスにおける、物
品・サービス別、契約形態別調達割合につ
いては、次のとおりである。この情報につい
ては、総理官邸のホームページ等を通じて
公表している。
（別紙の「物品・サービス別、契約形態別調
達割合について」を参照）
2)ライフサイクル・コストや総合評価落札方
式（OGVM）といった新しい評価方法の採用
について
「情報システムに係る政府調達制度の見直
しについて」の「フォローアップ調査結果（平
成１４年度における実施状況）」によると、単
年度契約におけるライフサイクルコストベー
スでの価格評価を実施した実績は無かった
が、評価の実施手法の具体例について、昨
年度末に府省間で情報共有した状況であ
り、今後、当該評価の実施が期待される。ま
た、加算方式によるOGVMについては、９府
省４０案件で実施されている。
3)複数年契約といった新しい契約方法の採
用について
「情報システムに係る政府調達制度の見直
しについて」のフォローアップ調査結果（平成
１４年度における実施状況）によると、国庫
債務負担行為を活用した複数年度契約は、
１府省４１案件で実施されている。

d

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、財務
z1100070 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

総務省、財務
z1100071 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

z1100072

経済産業省

エネルギー：規制当局の人員について

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220033

51220033

51220035

31/40

要望
事項
補助
番号

21

31

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

33

33

35

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

情報システムの調達改革促進

2004年3月30日に各省庁が採択した了解
覚書に列挙されている措置の実行と効果
をモニターし評価する。特に、米国は以
下のことを日本に提言する。
②極端に低い価格の入札やその他の反競
争的行為を防止するための措置の効果を
客観的に評価する方法を整備する。

日本政府は、2001年より、電子政府の構
築に向け、情報システム調達手続を改革
するための具体的な措置を講じてきた。
それは、反競争的行為を防止し、高品質
な電子政府システムを妥当な価格で調達
し、業者間の技術革新や競争を促進し、
中央政府の調達における透明性を高め、
技術的中立性を確保するといった目標の
達成には、これらの措置が不可欠である
との認識の下に行われた。2003年に各府
省情報化総括責任者（ＣＩＯ）連絡会議
が決定した電子政府構築計画および重点
計画 2004においても繰り返し強調され
ているこれらの目標を米国は支持する。
これらの改革が意図する成果を生むこと
を確実にするため、米国は日本政府に下
記の提言をする。

情報システムの調達改革促進

2004年3月30日に各省庁が採択した了解
覚書に列挙されている措置の実行と効果
をモニターし評価する。特に、米国は以
下のことを日本に提言する。
③2004年4月に構築された情報システム
に係る政府調達事例データーベースの拡
充に向け、全省庁は情報システムの調達
に係る落札の具体的事例情報を提供す
る。米国政府は、日本政府がこれらの情
報を分析し、情報システム調達の全体的
傾向を示す統計を公表することを推奨す
る。それには、以下の事項を含む。１）
一般入札と随意契約の比率。２）ライフ
サイクル・コストやOGVMといった新しい
評価方法の採用。３）複数年契約といっ
た新しい契約方法の採用。

日本政府は、2001年より、電子政府の構
築に向け、情報システム調達手続を改革
するための具体的な措置を講じてきた。
それは、反競争的行為を防止し、高品質
な電子政府システムを妥当な価格で調達
し、業者間の技術革新や競争を促進し、
中央政府の調達における透明性を高め、
技術的中立性を確保するといった目標の
達成には、これらの措置が不可欠である
との認識の下に行われた。2003年に各府
省情報化総括責任者（ＣＩＯ）連絡会議
が決定した電子政府構築計画および重点
計画 2004においても繰り返し強調され
ているこれらの目標を米国は支持する。
これらの改革が意図する成果を生むこと
を確実にするため、米国は日本政府に下
記の提言をする。

経済産業省の人員が「電気事業法及びガ
ス事業法の一部を改正する等の法律」
エネルギー：規制当局の人員について （以下、「法律」）において規定してい
る監視・施行責任の規模と一致するよう
具体的な方策を取る。

日本の電力・天然ガス分野において効果
的で競争促進的な規制改革を行なうため
には、強力な執行メカニズムが鍵とな
る。「日米間の『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」に関する日米両国首
脳への第３回報告書」（以下、「両国首
脳への第３回報告書」）の中で、日本政
府は、この目標を達成するための十分な
人員、専門性および独立性を確保する重
要性を認めた。従って、米国政府は日本
政府に下記の実行を求める。

その他
（特記事項）

「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

規制を担当する電力市場整備
課及びガス市場整備課には、適
根拠法令等なし 切な実施と監視を可能にするた
めに十分かつ独立した予算が
確保されている。

政策の企画立案については政
策課（電力・ガス事業部）が、料
金規制等の事業規制について
経済産業省令第
は同部電力市場整備課及びガ
１０９条、１２５条
ス事業整備課が担当しており、
〜１２７条
各課の規制権限については、経
済産業組織令や事務分掌規定
により明確化されている。

国と民間企業と
の間の人事交流
に関する法律第
５条及び交流基
準

官民交流法の交流基準により、
所管関係のある業界及び契約
関係のある業界からの人員の
受入は禁止されている。このた
め、エネルギー分野の規制、監
視を担当する部署である電力市
場整備課及びガス市場整備課
に、エネルギー又はエネルギー
サービス提供事業者からの出
向者は存在しない。

措置の 措置の
分類
内容

d

d

d

措置の概要
（対応策）

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

z1100073

z1100074

z1100075

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

エネルギー：規制当局の予算について

エネルギー：規制当局の所掌について

エネルギー：規制当局への出向者につ
いて

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220036

51220037

51220038

32/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

36

37

38

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

適切な実施と監視を可能にするよう、十
分な独立した予算を配分する。

日本の電力・天然ガス分野において効果
的で競争促進的な規制改革を行なうため
には、強力な執行メカニズムが鍵とな
る。「日米間の『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」に関する日米両国首
脳への第３回報告書」（以下、「両国首
脳への第３回報告書」）の中で、日本政
府は、この目標を達成するための十分な
人員、専門性および独立性を確保する重
要性を認めた。従って、米国政府は日本
政府に下記の実行を求める。

経済産業省における関連する規制担当部
署と政策策定部署との間の規制権限と責
任の範囲・分担を、「法律」の施行省令
等の中で明確に定義する。

日本の電力・天然ガス分野において効果
的で競争促進的な規制改革を行なうため
には、強力な執行メカニズムが鍵とな
る。「日米間の『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」に関する日米両国首
脳への第３回報告書」（以下、「両国首
脳への第３回報告書」）の中で、日本政
府は、この目標を達成するための十分な
人員、専門性および独立性を確保する重
要性を認めた。従って、米国政府は日本
政府に下記の実行を求める。

経済産業省内のエネルギー分野の規制、
エネルギー：規制当局への出向者につ 監視を担当する部署が、エネルギー又は
エネルギーサービス提供者からの出向者
いて
受け入れを控えるよう約束する。

日本の電力・天然ガス分野において効果
的で競争促進的な規制改革を行なうため
には、強力な執行メカニズムが鍵とな
る。「日米間の『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」に関する日米両国首
脳への第３回報告書」（以下、「両国首
脳への第３回報告書」）の中で、日本政
府は、この目標を達成するための十分な
人員、専門性および独立性を確保する重
要性を認めた。従って、米国政府は日本
政府に下記の実行を求める。

エネルギー：規制当局の予算について

エネルギー：規制当局の所掌について

その他
（特記事項）

「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

エネルギー部門関連の規制・監
視に当たる職員については、経
済産業組織令や事務分掌規定
経済産業省令第
などにより業務が明確化されて
１０９条、１２５条
いるため、独立して各職員が、
〜１２７条
担当する業務を効率的に遂行
するシステムが既に整ってい
る。

平成１４年７月に改定された「適
正な電力取引についての指針」
では、供応の観点から電力会社
における望ましい行為や問題と
適正な電力取引 なる行為、託送における適正な
についての指針 電力取引の在り方などについて
定めているものの、平成１７年４
月の自由化範囲の拡大や新制
度の施行に向けて改定作業を
行っているところ。

電力・ガスの両分野において
は、制度改革に関する議論につ
いて、それぞれ電気事業分科会
及び都市熱エネルギー部会に
総合資源エネル
おいて議論を行っており、その
ギー調査会運営
議論の結果である報告や答申
規程第５条
については、総合資源エネル
ギー調査会運営規則等に基づ
き、パブリックコメントを実施して
いる。

措置の 措置の
分類
内容

d

b

d

措置の概要
（対応策）

「制度の現状」に同じ。

Ⅳ

平成１５年２月の電気事業分科
会報告及び都市熱エネルギー
部会報告において、行政による
市場監視及び紛争処理機能の
体制整備について提言されてい
るところであり、これに基づき、
電力・ガス事業における市場監
視の専門チームを組織し、具体
的な紛争事例を調査し、適正な
電力取引についての指針を改
定するなどの健全な競争環境
の整備を図るための取組みを
行っているところである。

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

z1100076

z1100077

z1100078

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

エネルギー：規制当局の独立性につい
て

エネルギー：規制の監視及び査定

エネルギー：パブリック・インプットと改
革のプロセス

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220039

51220040

51220041

33/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

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

39

経済産業省内のエネルギー分野関連の規
エネルギー：規制当局の独立性につい 制、監視担当部署の職員の行動規範が、
意思決定の独立性を効果的に保証するよ
て
う確保する。

日本の電力・天然ガス分野において効果
的で競争促進的な規制改革を行なうため
には、強力な執行メカニズムが鍵とな
る。「日米間の『規制改革及び競争政策
イニシアティブ』」に関する日米両国首
脳への第３回報告書」（以下、「両国首
脳への第３回報告書」）の中で、日本政
府は、この目標を達成するための十分な
人員、専門性および独立性を確保する重
要性を認めた。従って、米国政府は日本
政府に下記の実行を求める。

40

エネルギー：規制の監視及び査定

需要家の選択肢を拡大し、供給者間の競
争を促進し、市場参入の新しい機会を創
造するために行われている電力・天然ガ
ス分野における規制改革には、これらの
改革が市場にもたらす競争促進的な大き
な影響の実現を確保するため、慎重な監
視および査定も必要である。不備は時間
と共に査定を通して指摘されていくが、
改革プロセスは、新規参入に開放された
完全に競争的な市場の実現のために、新
規の構造改革を含む追加的な規制改革の
ステップの議論を開始することにつなが
るべきである。従って、米国政府は日本
政府に、実際の市場競争の発展を追跡す
るための監視・査定計画を策定し、その
計画を実施するために必要な資源を用意
し、2005年夏までに電力、天然ガス分野
の計画を準備するよう求める。その方策
には、競争状況を査定するため様々な分
野に基準を設定し、実際の市場状況や動
向について独立した分析を行なう市場モ
ニターを任命し、そして、より活発な競
争を実現するためのさらなる方策の必要
性を考えるために、関連する経済産業省
の研究会などで市場情報の定期的な調査
を行なうことなどが含まれる。

需要家の選択肢を拡大し、供給者間の競
争を促進し、市場参入の新しい機会を創
造するために行われている電力・天然ガ
ス分野における規制改革には、これらの
改革が市場にもたらす競争促進的な大き
な影響の実現を確保するため、慎重な監
視および査定も必要である。不備は時間
と共に査定を通して指摘されていくが、
改革プロセスは、新規参入に開放された
完全に競争的な市場の実現のために、新
規の構造改革を含む追加的な規制改革の
ステップの議論を開始することにつなが
るべきである。従って、米国政府は日本
政府に、実際の市場競争の発展を追跡す
るための監視・査定計画を策定し、その
計画を実施するために必要な資源を用意
し、2005年夏までに電力、天然ガス分野
の計画を準備するよう求める。その方策
には、競争状況を査定するため様々な分
野に基準を設定し、実際の市場状況や動
向について独立した分析を行なう市場モ
ニターを任命し、そして、より活発な競
争を実現するためのさらなる方策の必要
性を考えるために、関連する経済産業省
の研究会などで市場情報の定期的な調査
を行なうことなどが含まれる。

エネルギー：パブリック・インプットと改
革のプロセス

電力と天然ガス分野の規制改革プロセス
が前進する中で、米国政府は日本政府に
対し、引き続き（パブリックコメント手
続きなどを通して）意見を述べる有意義
な機会を設けるよう、また、これらの意
見が関連省令、規則およびガイドライン
等の最終版に反映されるよう求める。

電力と天然ガス分野の規制改革プロセス
が前進する中で、米国政府は日本政府に
対し、引き続き（パブリックコメント手
続きなどを通して）意見を述べる有意義
な機会を設けるよう、また、これらの意
見が関連省令、規則およびガイドライン
等の最終版に反映されるよう求める。
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その他
（特記事項）

「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

（電気）
電気事業法第２
４条の５〜７（平
成１７年４月１日
施行）、第９４条、
適正な電力取引
についての指針
（ガス）
ガス事業法第２２
条１項、第２２条
の３、第２２条の
４、適正なガス取
引についての指
針

（電気）
ネットワークの利用に当たって、公平性・透
明性を確保するため、改正電気事業法にお
いて、情報の目的外利用の禁止、差別的取
扱いの禁止、及び当該部門とその他部門と
の間の内部相互補助の禁止を新たに担保し
ている。また、本規制の実効性を確保するた
め、電力市場整備課において、これらの行為
規制を担当するチームを創設した。さらに改
正電気事業法で、送配電部門における公平
性・透明性を確保するため送配電等業務支
援機関（中立機関）を新たに設けることとして
おり、平成17年から事業を開始する法人の
指定を行ったところ。
平成１４年７月に改定された「適正な電力
取引についての指針」では、供応の観点から
電力会社における望ましい行為や問題とな
る行為、託送における適正な電力取引の在
り方などについて定めているものの、平成１
７年４月の自由化範囲の拡大や新制度の施
行に向けて改定作業を行っているところ。
（ガス）
ネットワークの利用に当たって、公平性・透
明性を確保するため、改正ガス事業法にお
いて、情報の目的外利用の禁止、差別的取
扱いの禁止、及び当該部門とその他部門と
の間の内部相互補助の禁止を新たに担保し
ている。また、本規制の実効性を確保するた
め、ガス市場整備課において、これらの行為
規制を担当するチームを創設した。なお、行
為規制については、ガス事業者の取るべき
望ましい行為としてネットワーク情報の管理
や人的な管理等を盛り込むことを通じて、機
密管理の更なる徹底を図るため、「適正なガ
ス取引についての指針」を平成１６年年８月
に改定したところである。

（電気）
電気事業法第２
４条の５〜７（平
成１７年４月１日
施行）、第９４条、
適正な電力取引
についての指針
（ガス）
ガス事業法第２２
条１項、第２２条
の３、第２２条の
４、適正なガス取
引についての指
針

（電気）
ネットワークの利用に当たって、公平性・透
明性を確保するため、改正電気事業法にお
いて、情報の目的外利用の禁止、差別的取
扱いの禁止、及び当該部門とその他部門と
の間の内部相互補助の禁止を新たに担保し
ている。また、本規制の実効性を確保するた
め、電力市場整備課において、これらの行為
規制を担当するチームを創設した。さらに改
正電気事業法で、送配電部門における公平
性・透明性を確保するため送配電等業務支
援機関（中立機関）を新たに設けることとして
おり、平成17年から事業を開始する法人の
指定を行ったところ。
平成１４年７月に改定された「適正な電力
取引についての指針」では、供応の観点から
電力会社における望ましい行為や問題とな
る行為、託送における適正な電力取引の在
り方などについて定めているものの、平成１
７年４月の自由化範囲の拡大や新制度の施
行に向けて改定作業を行っているところ。
（ガス）
ネットワークの利用に当たって、公平性・透
明性を確保するため、ガス事業法において、
情報の目的外利用の禁止、差別的取扱いの
禁止、及び当該部門とその他部門との間の
内部相互補助の禁止を新たに担保してい
る。また、本規制の実効性を確保するため、
ガス市場整備課において、これらの行為規
制を担当するチームを創設した。なお、行為
規制については、ガス事業者の取るべき望
ましい行為としてネットワーク情報の管理や
人的な管理等を盛り込むことを通じて、機密
管理の更なる徹底を図るため、「適正なガス
取引についての指針」を平成１６年年８月に
改定したところである。

ネットワークの利用料金につい
ては、その適切性を担保するた
め接続供給料金算定規則を定
め、これに基づき電力会社が
接続供給料金算 ネットワーク利用料金を算定し、
定規則（全条）
経済産業大臣に届出ることと
電気事業法第９ なっている。送配電等業務支援
４条
機関（中立機関）については、経
済産業大臣の指定を受けた法
人において、その業務の執行方
法等などの検討が進められてい
るところ。

措置の 措置の
分類
内容

（電
気）
a
（ガス）
d

（電
気）
a
（ガス）
d

a

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

（電気）
制度の現状のとおり。なお、行
為規制については、電気事業者
の取るべき望ましい行為として
ネットワーク情報の管理や人的
な管理等を盛り込むことを通じ
て、機密管理の更なる徹底を図
るため、「適正な電気取引につ
いての指針」を平成１６年度中
に改定する予定である。
（ガス）
「制度の現状」に同じ。

（電気）
制度の現状のとおり。なお、行
為規制については、電気事業者
の取るべき望ましい行為として
ネットワーク情報の管理や人的
な管理等を盛り込むことを通じ
て、機密管理の更なる徹底を図
るため、「適正な電気取引につ
いての指針」を平成１６年度中
に改定する予定である。
（ガス）
「制度の現状」に同じ。

中立機関の役割については、
改正電気事業法において定め
られており、具体的な設備検討
ルールや系統運用ルールにつ
いては、電気事業分科会におけ
る詳細制度設計を踏まえ、経済
産業省の指定を受けた法人に
おいて検討が進められていると
ころ。
卸電力取引市場については、
私設・任意の取引市場として平
成１７年４月から発足することが
予定されており、具体的なルー
ル等については、電気事業分科
会における詳細制度設計を踏ま
えた市場の設計がなされてい
る。
これらについては、所期の目
的に則った運用がなされている
か電気事業分科会等により、適
宜フォローアップをする予定であ
る。

その他

管理コード

z1100079

z1100080

z1100081

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

エネルギー：事業情報の機密性

エネルギー：事業情報の規制

電力卸売における競争を支援するため
の適正な市場構造

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220042

51220043

51220044

34/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

42

43

44

要望事項
（事項名）

エネルギー：事業情報の機密性

エネルギー：事業情報の規制

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

送電事業者および導管が、エネルギーお
よびマーケッティング関連事業より独自
性をもって機能する要件を拡大する｡

機密性と事業情報の交換に関わる厳格な
行動規範は、送電事業者と/または導管
のエネルギー関連事業者およびマーケッ
ティング関連事業者が、関連の無いマー
ケッターやエネルギー事業者よりも不公
正な競争上の優位性を持つことを防ぐの
に役立つ。そのような基準の欠如は、送
電事業者や導管が、関連性の無いマー
ケッターやエネルギー事業者に提供する
通常の託送業務を通じて入手した機密扱
いの情報を、関連するマーケッターやエ
ネルギー事業者に流すことを可能とする
ため、公平な取り扱いに対する投資家の
信頼を揺るがしかねず、結果的に必要な
エネルギー基盤への投資を思いとどまら
せることになりかねない。従って、米国
政府は日本政府に対して、適切な行動規
範を策定し、天然ガス導管と電力送電事
業者に統一的に適用するよう求める。ま
た、次の原則も含めるよう求める。

共有が可能な情報の種類、また、共有で
きる社員、コンサルタントおよび契約者
の種類を規制する。

機密性と事業情報の交換に関わる厳格な
行動規範は、送電事業者と/または導管
のエネルギー関連事業者およびマーケッ
ティング関連事業者が、関連の無いマー
ケッターやエネルギー事業者よりも不公
正な競争上の優位性を持つことを防ぐの
に役立つ。そのような基準の欠如は、送
電事業者や導管が、関連性の無いマー
ケッターやエネルギー事業者に提供する
通常の託送業務を通じて入手した機密扱
いの情報を、関連するマーケッターやエ
ネルギー事業者に流すことを可能とする
ため、公平な取り扱いに対する投資家の
信頼を揺るがしかねず、結果的に必要な
エネルギー基盤への投資を思いとどまら
せることになりかねない。従って、米国
政府は日本政府に対して、適切な行動規
範を策定し、天然ガス導管と電力送電事
業者に統一的に適用するよう求める。ま
た、次の原則も含めるよう求める。

米国政府は、連系した送電網を通して多数の
電源への接続を可能にするために、経済産業
省が下記の方策を取るよう提言する。①大小
の発電事業者を含むすべての市場参加者に対
して、透明性のある送電設備への接続手順と
料金体系を提供し、効率的な電力取引と送電
網関連施設のタイミングの良い建設を可能に
するため、ロードバランスやロードフォロー
等の送電補助ネットワークサービス（アンシ
ラリー・サービス）の価格設定と規定に関す
る規則を定める詳細な省令・規則等を発令す
る。
②競争的な全国規模の電力市場を支えるため
に必要な連系容量に不備が無いかを探る調査
を行ない、経済的に可能な限りそのような不
備を是正する具体的な措置を策定する。
③効率的な基本市場設計と公平で透明な参加
規則を確保し、参加のための量と資格の規制
が最小限になるよう、提案されている電力取
電力卸売における競争を支援するため 引所の構造を公正取引委員会と共同で監視す
る。
の適正な市場構造
④詳細な経済産業省の省令・規則等を発令す
るとともに、提案されている電力取引所にお
ける取引に関して公正取引委員会と共同でガ
イドラインを作成する。
⑤執行管轄省庁が違反の察知を行なえるよう
にするため、電力取引所のメンバーに対して
取引量と条件に関わる報告を義務づけ、取引
の事後監視を行なう詳細な省令・規則等を発
令する。
⑥提案されている電力取引所の会社に「市場
監視員」という職分を新設することを義務づ
ける。市場監視員は、どの会社にも所属しな
い独立した専門家で、市場が競争的であるか
を確認し、また取引所の規則や手続きが可能
な限り最大限に市場メカニズムに基づくよう
確保するために定期的に市場を監査する。さ
らに、市場の競争状況について少なくとも年
に一度は経済産業省へ報告書を提出する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性の
ある整備と効果的な実施は、健全で競争
的で安定的な電力市場にとって鍵であ
る。競争的な市場は、適正な基盤、燃料
供給と発電・送電設備があってはじめて
可能になる。さらに、発送電一貫の業界
では、必要な資本投資を促すためや、顧
客が自由化の利益を完全に享受できるよ
う確保するために、競合会社、料率、送
電運営に対する電力会社の行動に関わる
効果的で透明性のある規則が必要であ
る。従って、米国政府は日本に、追加的
な方策を取ると共に、「法律」の目的を
実現するための具体的で詳細な施行省令
および規則等を早急に発令するよう求め
る。

その他
（特記事項）

「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

要望事項については、左記規定
において既に整備済み。
○電気事業法第９３条〜第９９
条の４
本条では、送配電等業務支
援機関（いわゆる中立機関）の
指定要件、業務内容等を定めて
○電気事業法
いるとともに、経済産業省が中
（第６章送配電等
立機関に対する監督命令、指定
業務支援機関
の取り消し等の手続きを定めて
（第９３条〜第９９
いる。
条の４））
○送配電等業務支援機関に関
○送配電等業務
する省令
支援機関に関す
本省令では、法律の目的を
る省令（全条）
実現するために、指定の申請手
○電気事業法に
続き、業務内容等を具体的に定
基づく経済産業
めている。
大臣の処分に係
○電気事業法に基づく経済産業
る審査基準等
大臣の処分に係る審査基準等
（(20)〜(22)、別
本訓令では、法律の目的を
添５）
実現するために、中立機関ルー
ルを実行する手続きや中立機
関の組織と意思決定について
公平性と透明性を確保できるよ
うな手続きなどを具体的に定め
ている。

電気事業法第２
４条の５（平成１７
年４月１日施行）
電気事業法第９
４条

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

改正電気事業法において、電気
事業の公平性・透明性を確保す
るため、電力会社に会計の分離
①及
を法的に担保することとなった
び②
（平成１７年４月施行）。また、送
a
配電等業務支援機関（中立機
関）については、既に経済産業
③
大臣の指定を受けた法人にお
ｂ
いて、その業務の執行方法等な
どの検討が進められているとこ
ろ。

改正電気事業法において、電
気事業の公平性・透明性を確保
するため、情報の差別的利用の
電気事業法第２
禁止、目的外利用の禁止、及び ①〜
４の５〜７（平成１
会計の分離を法的に担保するこ ③
７年４月１日施
ととなった（平成１７年４月施
a
行）
行）。また、平成１４年７月に改
適正な電力取引
定された「適正な電力取引につ ④〜
についての指針
いての指針」では、供応の観点
⑥
適正なガス取引
から電力会社における望ましい
ｂ
についての指針
行為や問題となる行為、託送に
おける適正な電力取引の在り方
などについて定めている。

措置の概要
（対応策）

「制度の現状」に同じ。

Ⅲ

Ⅲ
Ⅳ

対応策は、以下のとおり。
①改正電気事業法を踏まえて、
電気事業分科会において取り決
められた送配電機能と他の電力
機能との会計分離及びその際
に作成する資料（社内取引明細
表、固定資産明細表、共用固定
資産帰属明細表、設備別費用
明細表、部門別共通費用帰属
明細表）の具体的な公表方法に
基づいて、本年度中に省令等の
整備を行っていく予定である。
②パンケーキ廃止及びそれに
代わる会社間精算措置につい
ては、改正電気事業法を踏まえ
て、電気事業分科会において詳
細制度設計をもとに、その精算
のルールについて本年度中に
省令等の整備を行っていく予定
である。
③改正電気事業法を踏まえ、電
気事業分科会において審議さ
れた詳細制度設計をもとに送配
電等業務支援機関（中間法人）
においてルールの検討を行って
いるところ。

対応策は、以下のとおり。
①及び②について
会計分離、託送業務において知り得た情報の目的外利用
の禁止及び託送業務における差別的取扱いの禁止につい
ては、送配電部門の公平性・中立性の確保のため、今般の
改正電気事業法において行為規制として法律上規定され
た。情報の目的外利用の禁止及び差別的取扱いの禁止に
ついては、公正取引委員会と共同で作成している「適正な
電力取引についての指針」を改定し、その中で望ましい行為
及び禁止行為を明確化することとしており、電気事業分科
会において議論を行い、平成１６年度中に改定予定。
③について
LNGの第三者利用に関しては、本年８月、経済産業省と公
正取引委員会と共同で「適正なガス取引の指針」を改定し、
基地を保有又は運営する事業者と利用を希望する者との相
対交渉による透明かつ公平な利用を促進するという方針の
もと、公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為・問題と
なる行為について明記したところである。この方針は、都市
熱エネルギー部会の報告書で示され、また同指針に記載す
べき事項は制度設計等小委員会において公正取引委員会
の参画も得ながら検討されたものである。
④及び⑤について
昨年２月の電気事業分科会報告において、行政による市
場監視及び紛争処理機能の体制整備について提言されて
いるところであり、電力・ガス事業部内においても市場監視
にかかる専門チームを組織するなどの取組みにより、必要
な措置について検討を行う。
⑥について
今般の制度改革においても、米国の独立規制機関（ＦＥＲ
Ｃ）及び独立系統運用者（ＩＳＯ）の仕組み等についても精査
を行い、我が国の国情等も勘案しつつ、事業制度の在り方
を検討してきた。引き続き、今般の制度改革が適切に実施
されているかをフォローすることの重要性は認識しており、
紛争等の状況も踏まえ、今後の検討において適宜対応して
いきたい。

その他

管理コード

z1100082

z1100083

z1100084

制度の
所管官庁

経済産業省

経済産業省

経済産業省

項目

送配電設備への接続条件

送配電線への第三者アクセス

行為規制の実施

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220045

51220046

51220047

35/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

45

46

47

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

送配電設備への接続条件

送配電設備への接続条件 電気事業分科
会は、中立機関（ＮＳＯ）の設立とその
サービスの提供にあたり、「公平性と透
明性」の確保の重要性を確認した。分科
会ではさらに、この目標を達成するため
に具体的な関連提言を行なった。米国政
府は、経済産業省が次の分野で具体的で
詳細な省令・規則等を策定するよう求め
る。
①「両国首脳への第３回報告書」で合意
されたとおり、経済産業省が中立機関を
監督し、是正の必要があれば中立機関に
対し命令を発令するための手続きを整備
する。
②「両国首脳への第３回報告書」で確認
されたとおり、「設備形成、系統アクセ
ス、系統運用および情報開示」に対して
中立機関ルールを実行する手続きを整備
する。これには、送電線の空き容量の開
示の義務づけを含む。
③中立機関の既存会社が中立機関を支配
できないようにするため、経済産業省が
中立機関の組織と意思決定について公平
性と透明性を確保できるよう手続きを整
備する。
④中立機関の効力を定期的に見直し、中
立機関がタイミング良く明確な決定を下
せないと判明した時には、それを解散
し、市場参加者を含まない真に独立した
組織に代える手続きを導入する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性の
ある整備と効果的な実施は、健全で競争
的で安定的な電力市場にとって鍵であ
る。競争的な市場は、適正な基盤、燃料
供給と発電・送電設備があってはじめて
可能になる。さらに、発送電一貫の業界
では、必要な資本投資を促すためや、顧
客が自由化の利益を完全に享受できるよ
う確保するために、競合会社、料率、送
電運営に対する電力会社の行動に関わる
効果的で透明性のある規則が必要であ
る。従って、米国政府は日本に、追加的
な方策を取ると共に、「法律」の目的を
実現するための具体的で詳細な施行省令
および規則等を早急に発令するよう求め
る。

送配電線への第三者アクセス

送配電線への第三者アクセス 「法律」
のもと、第三者アクセスのための公平で
透明な会計および料金を効果的に実施す
るために、米国政府は経済産業省が次の
目的を達成するために具体的で詳細な省
令・規則等を採択するよう求める。
①内部相互補助を防止するための送配電
機能と他の電力機能の分離、また、会計
規則や分離会計の詳細の公表。
②送電料金のパンケーキ方式（供給区域
をまたいで送電するごとに課金する方
式）の廃止と、そのような料金をパブ
リックコメント手続きを経て採用された
送電料金算出方法に代える。
③市場参加者の受益と負担の関係を踏ま
え、送電設備増強のための費用を配分。

「法律」の施行省令、規則等の透明性の
ある整備と効果的な実施は、健全で競争
的で安定的な電力市場にとって鍵であ
る。競争的な市場は、適正な基盤、燃料
供給と発電・送電設備があってはじめて
可能になる。さらに、発送電一貫の業界
では、必要な資本投資を促すためや、顧
客が自由化の利益を完全に享受できるよ
う確保するために、競合会社、料率、送
電運営に対する電力会社の行動に関わる
効果的で透明性のある規則が必要であ
る。従って、米国政府は日本に、追加的
な方策を取ると共に、「法律」の目的を
実現するための具体的で詳細な施行省令
および規則等を早急に発令するよう求め
る。

行為規制の実施

行為規制の実施 電力業界における差別
禁止を実行するための行為規制は、経済
産業省と、独占禁止法の観点から公正取
引委員会の継続的な監督を必要とする。
施行のための具体的な省令等や救済策
は、市場への新規参入を考える者の信頼
性を高める。米国政府は、次の目的のた
めに、経済産業省が具体的で詳細な省
令・規則等を採択するよう求める。
①託送業務において知り得た情報の目的
外利用を禁止する。
②一般電気事業者の送配電部門による、
他の電気事業者に対する不当に差別的な
取扱いを禁止する。
③一般電気事業者所有のＬＮＧ施設への
無理のないアクセスを拒否することに
よって競合する電気事業者に対して不当
に差別的な取り扱いをすることを禁止す
る。
④厳正な市場の事後監視を行い、規制に
係る紛争を中立かつ公平な方法で解決す
る。
⑤行為規制と事後監視の有効性の調査を
実施する。
⑥もし行為規制や事後監視が不十分であ
ると証明された場合は、不当に差別的な
取り扱いを禁止するためのより構造的な
方法（例えば、多数の送電システムの管
理を独立した中立機関に移すなど）を規
定する。

「法律」の施行省令、規則等の透明性の
ある整備と効果的な実施は、健全で競争
的で安定的な電力市場にとって鍵であ
る。競争的な市場は、適正な基盤、燃料
供給と発電・送電設備があってはじめて
可能になる。さらに、発送電一貫の業界
では、必要な資本投資を促すためや、顧
客が自由化の利益を完全に享受できるよ
う確保するために、競合会社、料率、送
電運営に対する電力会社の行動に関わる
効果的で透明性のある規則が必要であ
る。従って、米国政府は日本に、追加的
な方策を取ると共に、「法律」の目的を
実現するための具体的で詳細な施行省令
および規則等を早急に発令するよう求め
る。

その他
（特記事項）

「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

平成１４年７月に改定された
「適正な電力取引についての指
針」では、供応の観点から電力
適正な電力取引
会社における望ましい行為や問
についての指針
題となる行為、託送における適
正な電力取引の在り方などにつ
いて定めている。

電力小売自由化範囲は、「特
定規模電気需要」として、電気
事業法施行規則第２条の２にお
電気事業法施行 いて定義付けがなされていると
規則第２条の２ ころ、現在、特定規模電気需要
については、高圧で受電し原則
として契約電力５００ｋW以上の
需要家とされている。

電気事業法及び
ガス事業法の一
部を改正する等
の法律（平成15
年6月18日法律
第92号）

電源開発株式会社は、電源開
発促進法に基づき昭和２７年に
設立した特殊法人だが、平成９
年及び平成１３年の閣議決定に
基づき完全民営化することとさ
れ、平成１５年に電源開発促進
法が廃止され、完全民営化され
た。今後は、民間の電気事業者
として、電気事業法や独占禁止
法等の規制の下、何ら特別な扱
いを受けることもなく、事業をお
こなうこととなる。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

d

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

①について
分散型電源を用いる事業者に
対し、その新増設等を不当に制
限する行為に関しては、「適正
な電力取引についての指針」の
改定を行い本年度中に、具体的
な例示とともに記述する予定で
ある。また、作業安全の観点か
ら別途定められている省令や電
力品質確保のために定めたガイ
ドラインとも整合的な形で、系統
連系に関する技術的な要件に
ついて、各電力会社も規定して
いる。
②について
分散型電源を系統連系する際
の技術的な基準に関しては、電
力品質の確保及び公共の安全
の確保の観点から、指針が規定
されている。また、中立機関に
おいても、系統アクセスに関す
る公平性・透明性を確保するた
めに具体的なルールを定めたと
ころ。

Ⅲ

電力小売自由化範囲の拡大
については、平成１５年２月の電
気事業分科会報告に基づき、省
令の整備等必要な措置を講じて
いるところである。なお、自由化
範囲拡大のスケジュールについ
ては、既に平成１６年４月から高
圧５００ｋＷ以上の需要家にまで
拡大しており、平成１７年４月に
は５０ｋＷ以上のすべての高圧
需要家にまで、小売自由化範囲
を拡大する予定である。また、
全面自由化に関する検討は、電
気事業分科会報告にあるよう
に、平成１７年以降の部分自由
化の結果を踏まえた上で、平成
１９年４月から検討を行うことと
している。

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

工業企業により自家発電とコジェネレー

z1100085 経済産業省 ション

z1100086 経済産業省 電力の小売自由化範囲の拡大

z1100087 経済産業省 電源開発株式会社の民営化について

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220048

51220049

51220050

36/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

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

48

①分散型電源を使用する企業に、法外な
料金や接続料金を課すことを禁止する。
②余剰出力のある工業企業が自己または
工業企業により自家発電とコジェネレー
一般電気事業者が所有する送電線を使っ
ション
て電力を他の需要家に販売することが出
来るよう、接続に関する透明性のある仕
様書と手続きを義務づける。

工業企業による自家発電とコジェネレー
ションは、日本の電力システムの供給性
と信頼性を効果的に高めると同時に、そ
れをより競争的にすることができる。規
制改革・民間開放推進会議の2004年8月
の報告書では、このような電源に対して
系統接続を行なう方法について議論する
重要性を強調している。水蒸気を発生さ
せる産業や他の小規模な発電設備が余剰
電力を販売できる市場を促進するため、
米国政府は日本に、下記を目的とする具
体的で詳細な省令・規則を策定するよう
求める。

49

電力の小売自由化範囲の拡大

日本の電力市場において需要家の選択肢
と投資家の信頼を拡大するため、米国政
府は日本に対して、「両国首脳への第３
回報告書」で定められた自由化スケ
ジュールと一致する具体的で詳細な省
令・規則等を制定するよう求める。これ
には、家庭用需要のための更なる小売自
由化範囲の拡大の可能性を含む。

日本の電力市場において需要家の選択肢
と投資家の信頼を拡大するため、米国政
府は日本に対して、「両国首脳への第３
回報告書」で定められた自由化スケ
ジュールと一致する具体的で詳細な省
令・規則等を制定するよう求める。これ
には、家庭用需要のための更なる小売自
由化範囲の拡大の可能性を含む。

電源開発株式会社の民営化について

米国政府は日本に対して、電源開発株式
会社（またはJ-Power）の民営化が市場
原理に基づいて行われるよう確保し、民
間競合社と比べて電源開発株式会社に特
別な優遇措置が与えられないよう、また
独占禁止法に適法な形で行われることを
確実にする。

米国政府は日本に対して、電源開発株式
会社（またはJ-Power）の民営化が市場
原理に基づいて行われるよう確保し、民
間競合社と比べて電源開発株式会社に特
別な優遇措置が与えられないよう、また
独占禁止法に適法な形で行われることを
確実にする。

50

その他
（特記事項）

「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

料金認可及び紛争処理につい
ては、ガス市場整備課に料金制
度や事業規制の分野において
経験を積んだ専門性の高い職
員を配置し、厳正に執務を執行
しております。また、電力市場整
備課・ガス市場整備課とは独立
して電気事業・ガス事業の監査
を行うための職員を配置し、ガ
ス事業法第４５条の２の規定に
ガス事業法第４５
基づいて厳正な監査を実施して
条の２
おります。またガス事業分野に
おいては、地方の中小規模の事
業者に対する事業規制・監査の
厳正な実施の観点から、専門性
を有する職員を各地方局にも配
置しております。さらに、今年７
月、経済産業省に事業者間の
競争紛争を受け付ける総合的
な窓口として、競争環境整備室
が設置されている。

ガス事業法第２２
条１項、第４項〜
第６項、第２２条
の３、第２２条の
４、第３７条の８

ガス事業法第２２
条の５、第３７条
の７の２、第４３
条等

①については、今般のガス事業法改正
により、託送供給義務をすべての一般
ガス事業者及びガス導管事業者にまで
拡大し、託送供給約款の作成・届出・公
表については、ニーズが少ない等の一
定の要件を満たす場合を除き義務づけ
られている。
②、④〜⑥については、託送供給の業
務に関する会計整理及び情報の目的
外利用・差別的取り扱いの禁止につい
ては、導管ネットワークの利用の透明
性・公平性に関する社会的信頼を確保
する観点から改正ガス事業法に新たに
規定されました。このことを受け、適正
なガス取引の指針を改正し、当該措置
について望ましい行為及び問題となる
行為を明記し、当該禁止行為の停止等
の命令発動基準を明らかにする事によ
り、禁止行為の効果的な未然防止を
図っております。また、当該措置の実効
性を担保するため、厳正な監査を執行
すべく取り組んでいる。
③については、今般のガス事業法改正
により、導管網の相互接続について、
託送義務によって担保。

①については、パイプライン網について
は、経済性の確保を前提に、民間企業
により整備されることが基本と考えてお
りますが、パイプライン網の建設促進
は、我が国の天然ガス普及政策として
重要であることにかんがみ、その支援
策として、新たに、ガス導管事業者に対
して公益特権を付与するとともに、一般
ガス事業者及びガス導管事業者が建
設するときに特に重要となる基幹導管
については、高い報酬率の適用を可能
とするなど環境整備を行っている
②については、本年４月に施行された
ガス事業法の改正において、一般ガス
事業者の供給区域内における新規の
導管敷設については、許可制から変
更・中止命令付きの届出制への改正を
実施したところであり、その変更・中止
命令の発動は「一般ガス事業者の供給
区域内のガスの使用者の利益が阻害
されるおそれがあると認めるとき」に限
定。その具体的な判断基準について
は、平成１６年１月に取りまとめられた
総合資源エネルギー調査会都市熱エ
ネルギー部会報告を受けて、１）一般ガ
ス事業者が設置している既存の導管網
の余力の有無、２）一般ガス事業者の
導管能力の増強にかかる具体的な投
資計画等の有無、３）ガスの熱量や物
性の相違等による同一導管での供給
困難性等を勘案することとしたところで
あり、本基準の適切な運用に努めて参
りたいと考えている。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

ｄ

措置の概要
（対応策）

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

z1100088 経済産業省 天然ガス分野の公平性と透明性

天然ガス分野における中立性とアクセ

z1100089 経済産業省 ス

天然ガス分野における導管インフラの

z1100090 経済産業省 拡張

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220051

51220052

51220053

37/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

米国政府は、日本のガス市場の公平性と
透明性を確保するため、日本政府に対
し、経済産業省が料金認可の査定・監査
を一層厳格に行い、市場での自由な競争
の結果として生じる紛争を迅速に処理
し、高度な専門性と独立性を持った中
立・公正な事後監視・紛争処理の仕組み
を確立、強化するための具体的で詳細な
省令等を実施するよう求める。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「法律」が日本における健全で競争的で
安定したガス市場の発展に有効であるた
めには、施行省令等の透明性のある策定
と効果的な実施に大きく依存する。ガス
は日本における新規発電用燃料の大半を
供給しているため、ガス市場の自由化の
成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府
は、「法律」の目的を達成する具体的で
詳細な施行省令等を迅速に発令するよ
う、日本政府に求める。

51

天然ガス分野の公平性と透明性

52

米国政府は、以下の項目を達成するよう
な具体的で詳細な省令等を公布するよ
う、経済産業省に求める。
①原則として、ガス供給用導管を保有又
は運営する者すべてに対し、託送供給約
款及び料率の作成・届出・公表を義務付
ける。
②規制当局に対し、通知およびコメント
の後、会計分離を規定する施行規則等の
作成を義務付ける。
③競合するガス供給者からの接続要請に
天然ガス分野における中立性とアクセ
対応するため、「法律」が導管網に課し
ス
ている義務を明確化する。
④情報遮断を確立し、特定の託送供給利
用者に対する差別的な扱いを禁止し、違
反に対する明白ではっきりした罰則や救
済を規定する。
⑤行為規制及び事後監視の有効性の調査
を実施する。
⑥もし行為規制や事後監視が不十分であ
ると証明された場合は、不当に差別的な
取り扱いを禁止するための構造的な方法
を規定する。

「法律」が日本における健全で競争的で
安定したガス市場の発展に有効であるた
めには、施行省令等の透明性のある策定
と効果的な実施に大きく依存する。ガス
は日本における新規発電用燃料の大半を
供給しているため、ガス市場の自由化の
成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府
は、「法律」の目的を達成する具体的で
詳細な施行省令等を迅速に発令するよ
う、日本政府に求める。

53

①米国政府は、日本政府が、日本のガス
輸送システムの柔軟性を高めるため、費
用効果がある場合は、地域間を結ぶ基幹
導管を含む追加的導管建設に積極的な環
境を作り出すことを奨励する。これは、
以下の事項をもたらす。１）国内におけ
る天然ガスのより経済的な配送を奨励
し、ガスをより商品化し、やがては末端
消費者の費用負担を減らす。２）より少
天然ガス分野における導管インフラの 数の（しかしより大きい）液化天然ガス
ターミナルによって本質的に国内全般へ
拡張
の配送が可能になるので、「地方」の
ターミナルへの投資の必要性を減らす。
②米国政府は、日本政府に対して、既存
導管の保有者が必要な新規導管の建設を
妨害したり延期させる手段として当該規
定を利用しないよう、新規導管敷設にあ
たり既存導管の有効利用に関する意思決
定過程を用心深く監視するよう要請す
る。

「法律」が日本における健全で競争的で
安定したガス市場の発展に有効であるた
めには、施行省令等の透明性のある策定
と効果的な実施に大きく依存する。ガス
は日本における新規発電用燃料の大半を
供給しているため、ガス市場の自由化の
成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府
は、「法律」の目的を達成する具体的で
詳細な施行省令等を迅速に発令するよ
う、日本政府に求める。

その他
（特記事項）

「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

託送料金の算定については、都
市熱エネルギー部会の報告書
で示された方向に沿って、ガス
事業託送供給約款料金算定規
則において定めたところであり、
基本的には、託送供給に関連
する部分を原価項目とし、これ
に適正な報酬を加えて算定。
また、効率的な事業運営に資す
ガス事業託送供 ると見込まれる場合には、①時
給約款料金算定 間帯・季節、②導管の供給能力
規則
改善効果、③総供給量、④託送
供給距離、託送供給エリア、等
の要素を考慮し、導管網の利用
効率の向上や託送供給ニーズ
に応じて、料金表を多様化する
ことを可能としており、一定の
ルールの下で柔軟な料金設定
が可能。

適正なガス取引
についての指針

適正なガス取引
についての指針

ＬＮＧ基地の第三者利用につい
ては、都市熱エネルギー部会の
報告書で示された、基地を保有
又は運営する事業者と利用を希
望する者との相対交渉による透
明かつ公平な利用を促進すると
いう方針を基本にしつつ、制度
設計等小委員会において公正
取引委員会の参画も得ながら
検討された、経済産業省と公正
取引委員会の共同ガイドライン
に盛り込むべき事項を、本年８
月、適正なガス取引の指針を改
正し盛り込んだところ。具体的に
は、１）第三者がLNG基地を利
用する際の交渉の前提や交渉
を行うルールを明確にするため
の要領等を、LNG基地保有者が
策定すること、２）基地の設備容
量及び余力を推定するに十分な
情報を提供すること、３）利用の
申し出を拒否した場合には、そ
の拒否事由を文書により相手方
に通知すること、４）利用希望者
と利用に関する契約に至った場
合、法人情報等への配慮を行っ
た上で、主な契約条件（取引数
量、利用期間等）を契約締結か
ら一定期間を経た後で公表する
こと、を望ましい行為として明
記
ＬＮＧ基地の第三者利用につい
ては、都市熱エネルギー部会の
報告書で示された、基地を保有
又は運営する事業者と利用を希
望する者との相対交渉による透
明かつ公平な利用を促進すると
いう方針を基本にしつつ、制度
設計等小委員会において公正
取引委員会の参画も得ながら
検討された、経済産業省と公正
取引委員会の共同ガイドライン
に盛り込むべき事項を、本年８
月、適正なガス取引の指針を改
正し盛り込んだところ。具体的に
は、１）第三者がLNG基地を利
用する際の交渉の前提や交渉
を行うルールを明確にするため
の要領等を、LNG基地保有者が
策定すること、２）基地の設備容
量及び余力を推定するに十分な
情報を提供すること、３）利用の
申し出を拒否した場合には、そ
の拒否事由を文書により相手方
に通知すること、４）利用希望者
と利用に関する契約に至った場
合、法人情報等への配慮を行っ
た上で、主な契約条件（取引数
量、利用期間等）を契約締結か
ら一定期間を経た後で公表する
こと、を望ましい行為として明記
し

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

ｄ

措置の概要
（対応策）

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

「制度の現状」に同じ。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

z1100091 経済産業省 天然ガス分野における料金の決定

天然ガス分野のLNGターミナル保有者

z1100092 経済産業省 について

天然ガス分野におけるLNGターミナル

z1100093 経済産業省 について

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220054

51220055

51220056

38/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

54

55

56

要望事項
（事項名）

天然ガス分野における料金の決定

具体的
要望内容

米国政府は、日本政府に対して、工業用
需要企業へガスを送るために必要な輸送
導管の長さや、業務用需要企業及び家庭
用需要へガスを届けるために使われる配
送導管の密集度のような要因を考慮し、
より柔軟でコストに基づいた輸送・配送
サービス料金の決定方法を促進するよう
提案する。

①ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
ルの容量、特に余剰容量に関する情報を
作成し、時機を逸することなく第三者に
提供する事を義務付ける。
②ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
ル利用の条件と手続きを明瞭に説明する
文書を作成し、すべての利用希望者に対
して提供する事を義務付ける。
③ＬＮＧターミナル保有者が、ターミナ
天然ガス分野のLNGターミナル保有者 ル利用の申し込みを拒否した場合は、そ
の拒否事由を文書により相手方に通知す
について
る事を義務付ける。
④導管網とＬＮＧターミナルの利用状況
の情報開示に関するガイドラインを策定
する。
⑤ＬＮＧターミナル保有者による潜在的
な利用者への差別を防止するために必要
な政府の責務を明記し、執行メカニズム
を明確に定義する。

天然ガス分野におけるLNGターミナル
について

①ターミナリング（ＬＮＧの貯蔵等）と
再ガス化費用を考慮に入れるために費用
配分し料金設定を行なう、コスト・オ
ブ・サービス料金体制を各ターミナルに
設定する。
②ＬＮＧターミナルが提供するサービス
の条件を詳述する標準化された料金表
（タリフ）を採用する。そのような料金
表は、適切な費用及び技術の変動幅を見
込んだうえで、必要に応じて標準を逸脱
することができる。
③標準化された料金表が、第三者が容量
を得るために入札することを可能とする
オープンアクセス手続き、及び落札者
（最大ネット現在価値）を決定するメカ
ニズムを確立することを保証する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「法律」が日本における健全で競争的で
安定したガス市場の発展に有効であるた
めには、施行省令等の透明性のある策定
と効果的な実施に大きく依存する。ガス
は日本における新規発電用燃料の大半を
供給しているため、ガス市場の自由化の
成功は、健全で安定した電力市場にとっ
ても不可欠である。従って、米国政府
は、「法律」の目的を達成する具体的で
詳細な施行省令等を迅速に発令するよ
う、日本政府に求める。

日本は、ガス需要に対応するために液化
天然ガス（ＬＮＧ）の輸入に依存してい
る。その結果、広範囲なオープンアクセ
ス導管システムを有する国々の状況とは
対照的に、真に競争的なガス市場を構築
するためにはＬＮＧ施設への真に自由な
アクセスが導管の第三者アクセス（託送
供給）と同様の方法で確保されている事
が不可欠である。米国政府は、日本政府
に対して、全ての市場参加者がガス導管
システムおよびＬＮＧ基地へ確実で信頼
性のあるアクセスを構築する支援とし
て、次の方策を取るよう提言する。

発送電一貫体制のエネルギー会社による
ＬＮＧターミナルの所有は、これらの既
存会社が競争相手になる可能性のある会
社と時機を逸しないで、効率的にターミ
ナルアクセスの契約を結ぶ可能性を制限
する。従って、米国政府は、日本政府に
対して、そのようなアクセスの提供を怠
るエネルギー会社に対して公平で透明な
アクセス規制を課すために、経済産業省
による詳細で具体的な省令等の採択を通
して行なう措置を含む追加処置を遂行す
るよう求める。特に、米国政府は、経済
産業省に対して、以下の項目の実行を求
める。

その他
（特記事項）

「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

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

ＬＮＧ基地の第三者利用について
は、都市熱エネルギー部会の報告
書で示された、基地を保有又は運
営する事業者と利用を希望する者
との相対交渉による透明かつ公平
な利用を促進するという方針を基
本にしつつ、制度設計等小委員会
において公正取引委員会の参画も
得ながら検討された、経済産業省と
公正取引委員会の共同ガイドライ
ンに盛り込むべき事項を、本年８
月、適正なガス取引の指針を改正
し盛り込んだところ。具体的には、
１）第三者がLNG基地を利用する際
適正なガス取引 の交渉の前提や交渉を行うルール
についての指針 を明確にするための要領等を、
LNG基地保有者が策定すること、
２）基地の設備容量及び余力を推
定するに十分な情報を提供するこ
と、３）利用の申し出を拒否した場
合には、その拒否事由を文書によ
り相手方に通知すること、４）利用
希望者と利用に関する契約に至っ
た場合、法人情報等への配慮を
行った上で、主な契約条件（取引数
量、利用期間等）を契約締結から一
定期間を経た後で公表すること、を
望ましい行為として明記。

ｄ

「制度の現状」に同じ。

z1100094 経済産業省 への第三者アクセスについて

ＬＮＧ基地の第三者利用については、
都市熱エネルギー部会の報告書で示さ
れた、基地を保有又は運営する事業者
と利用を希望する者との相対交渉によ
る透明かつ公平な利用を促進するとい
う方針を基本にしつつ、制度設計等小
委員会において公正取引委員会の参
画も得ながら検討された、経済産業省
と公正取引委員会の共同ガイドライン
に盛り込むべき事項を、本年８月、適正
なガス取引の指針を改正し盛り込んだ
ところ。具体的には、１）第三者がLNG
基地を利用する際の交渉の前提や交
渉を行うルールを明確にするための要
領等を、LNG基地保有者が策定するこ
と、２）基地の設備容量及び余力を推定
するに十分な情報を提供すること、３）
利用の申し出を拒否した場合には、そ
の拒否事由を文書により相手方に通知
すること、４）利用希望者と利用に関す
る契約に至った場合、法人情報等への
配慮を行った上で、主な契約条件（取
引数量、利用期間等）を契約締結から
一定期間を経た後で公表すること、を
望ましい行為として明記し。上記のガイ
ドラインに基づいて、経済産業省におい
てはガス事業法上問題となる行為に対
する適正な対応、公正取引委員会にお
いては独占禁止法違反行為の厳正・迅
速な排除を図るとともに、これらの行為
の未然防止に努める。

ｄ

「制度の現状」に同じ。

z1100095 経済産業省 て

ｂ

都市熱エネルギー部会の報告
書（平成１５年２月２０日）では、
以下のような報告がされており、
それに沿って措置を行う予定で
す。
・年間契約ガス使用量が１０万
m3以上の需要家への自由化範
囲の拡大については、自由化範
囲拡大による評価を踏まえつ
つ、諸制度を整備する必要があ
ることから、今回の制度の見直
しに伴う制度の施行後３年後（２
００７年）を目途とすることが適
当である。
・年間契約ガス使用量が１０万
m3未満の家庭用及び小規模業
務用需要の自由化のあり方に
ついては、小規模業務用以外の
業務用需要までの段階的な自
由化による成果とその問題点を
評価・検証するとともに、ガスの
調達構造の変化や海外におけ
る家庭用及び小規模業務用需
要の自由化の状況、他のエネル
ギー分野における自由化の進
展状況等にも留意しつつ、時機
を逸することなく結論を得ること
が必要である。

適正なガス取引
についての指針

ガス事業法第２
条第７項、ガス事
業法施行規則第
３条

小売自由化範囲の拡大につい
ては、都市熱エネルギー部会の
報告書で示された方向に沿っ
て、今年の４月から年間契約ガ
ス使用量が５０万ｍ３以上の需
要家まで自由化。

Ⅲ

天然ガス分野におけるLNGターミナル

天然ガス分野における規制当局につい

z1100096 経済産業省 天然ガス分野の更なる自由化

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5122

51220057

11

米国

57

天然ガス分野におけるLNGターミナル
への第三者アクセスについて

第三者アクセス（託送供給）が可能な導
管との接続がある新規のＬＮＧターミナ
ルは、第三者アクセス（託送供給）に開
放すべきである。

第三者アクセス（託送供給）が可能な導
管との接続がある新規のＬＮＧターミナ
ルは、第三者アクセス（託送供給）に開
放すべきである。

5122

51220058

11

米国

58

米国政府は、ＬＮＧターミナルへの有意
義な第三者アクセス（託送供給）が確保
天然ガス分野における規制当局につい
されることを保証するために必要な規制
て
及び監視機能を担う経済産業省の人員が
適切に確保されるよう求める。

米国政府は、ＬＮＧターミナルへの有意
義な第三者アクセス（託送供給）が確保
されることを保証するために必要な規制
及び監視機能を担う経済産業省の人員が
適切に確保されるよう求める。

59

①2007年までに、年間契約ガス使用量が
10万m3以上の需要家を含めることによ
り、小売自由化の範囲を市場の約50％ま
で拡大する。
②年間契約ガス使用量が10万m3未満の家
庭用及び小規模業務用需要の自由化の時
期及び方法については、早い時期に検討
を開始する。

米国政府は、日本がガス分野の更なる自
由化のために、下の項目を含む必要な処
置を引き続き講じることを奨励する。

5122

51220059

39/40

11

要望主体名

米国

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

天然ガス分野の更なる自由化

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）

「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

特許法

制度の現状

●特許法においては、新たな投
与量・投与間隔にのみ特徴があ
る方法の発明は、いわゆる医療
行為に関するものであって、産
業上利用できる発明ではないか
ら、特許保護の対象としていな
い。
●医薬特許の特許期間を延長
する制度は既に存在する。

中小企業等協同組合法におけ
る協同組合が行う共済事業に
中小企業等協同 対して、報告の聴衆、検査等の
組合法
規定はあるものの、契約者保護
の観点から、民間保険事業者と
同等の規制ではない。

中小企業等協同組合法におけ
る協同組合が行う共済事業に
中小企業等協同 対して、報告の聴衆、検査等の
組合法
規定はあるものの、契約者保護
の観点から、民間保険事業者と
同等の規制ではない。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

ｂ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

「医薬の製造・販売のために
医薬の新しい効能・効果を発現
させる方法」の技術に関する特
許化については、知的財戦略本
部（本部長：内閣総理大臣）の
医療関連行為の特許保護の在
り方に関する専門調査会におい
て検討が行われ、11月22日、医
師の行為に係る技術を含めない
ことを前提に、「物の特許による
保護の拡大の可能性を、他分
野の例や医薬における特許例
などを参考に権利の効力の問
題にも配慮しつつ可能な限り追
求し、それを審査基準等に明確
化することにより、物の特許とし
て保護すべきである」とのとりま
とめが行われたところである。
このため、具体的な制度設計
については、今後、本とりまとめ
を踏まえ、医療現場の実態や関
係者の意見等を勘案しながら検
討していく。

協同組合の行う共済事業、及び
その健全な運営等について検
討を行う予定。

協同組合の行う共済事業、及び
その健全な運営等について検
討を行う予定。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

z1100099 経済産業省 特許保護期間の延長

総務省、厚生
労働省、農林 根拠法のある共済について
z1100097
水産省、経済
産業省

z1100097

総務省、厚生
労働省、農林 根拠法のある共済について
水産省、経済
産業省

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220065

51220132

51220133

40/40

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

65

132

133

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

新たな投与用量・用法の追加、追加の投
与計画、複数の医薬品の投与（併用療
法）又は新効能効果について、これらの
治療方法が承認された後、再審査期間中
に意味のあるインセンティブを製造業者
に与えるために、特許保護期間を延長す
る。

日本の医薬品・医療機器産業の国際競争
力に関する「産業ビジョン」として知ら
れている政策文書では、革新性の価値と
償還価格が革新的な研究開発投資に重要
な関わりを持つことを認識している。厚
生労働省は、医薬品・医療機器産業の国
際競争力を強化するには、市場での収益
というインセンティブを提供することが
重要であることを認識した。そして、革
新的製品の迅速な保険導入を推進するこ
とに同意した。米国政府は、これらの取
り組みを支持し、日本に以下の措置を講
じるよう求める。

共済について

全ての共済に民間競合会社と同一の法
律、税水準、セーフティネット負担条
件、責任準備金条件、基準および規制監
督を適用することにより、共済と民間競
業会社の間に同一の競争条件を整備す
る。

共済は、民間と直接競合する各種の保険
商品を提供し、日本の保険市場において
相当な市場シェアを有している。共済に
は、保険の監督官庁である金融庁以外の
省庁が規制をしているものがある。ま
た、全く規制を受けていない共済（無認
可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、健全かつ透明な規制
環境を企業並びに保険契約者に提供する
日本政府の能力を損なうものであり、ま
た、共済がビジネス、規制及び税の観点
から民間の競合会社に対し大幅に有利に
立つ要因となっている。

共済について

米国政府は、現在、金融審議会の保険の
基本問題に関するワーキング・グループ
において、無認可共済にかかわる議論が
行われていることを歓迎するとともに、
根拠法を有する共済に関しても早い時期
に同様の見直しが開始されるよう求め
る。米国政府はさらに、これらの議論お
よび関係省庁間の議論がオープンで透明
性のある形で行われ、また利害関係者
（外資系を含む）が議論に積極的に貢献
し、関係省庁職員と意見交換をする機会
が提供されるよう求める。

共済は、民間と直接競合する各種の保険
商品を提供し、日本の保険市場において
相当な市場シェアを有している。共済に
は、保険の監督官庁である金融庁以外の
省庁が規制をしているものがある。ま
た、全く規制を受けていない共済（無認
可共済）もある。無認可共済に対する規
制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、健全かつ透明な規制
環境を企業並びに保険契約者に提供する
日本政府の能力を損なうものであり、ま
た、共済がビジネス、規制及び税の観点
から民間の競合会社に対し大幅に有利に
立つ要因となっている。

特許保護期間の延長

その他
（特記事項）

