「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

非常勤職員の採用にあたって
はホームページへの掲示等によ
○ 人事院規則
り、公平な就職機会の確保に努
８−１４（非常勤
めている。また、管下機関に対
職員等の任用に
しても人事院企画課長通知の適
関する特例）
切な運用について指導してい
る。

○ 非常勤職
員の適切な採用
について（通知）
（平成１５年５月１
日付人事院事務
総局 人材局企
画課長）

○ 交付・更新
道路交通法第
１０８条、同施行
令第４０条の３
○ 講習
道路交通法第
１０８条の２、同
法第１０８条の４

都道府県公安委員会は、道路標
識等を設置及び管理して、道路に
おける交通の規制をすることができ
る。
車両は、道路標識等によりその
最高速度が指定されている道路に
おいてはその最高速度を、その他
の道路においては政令で定める最
高速度をこえる速度で進行しては
ならない。
高速自動車国道及び自動車専
用道路（以下「高速自動車国道等」
という。）における雨天時の最高速
度規制については、都道府県警察
の高速道路交通警察隊長（以下
「高速隊長」という。）の権限により、
可変式の速度規制標識を用い、法
定速度や公安委員会が指定した最
高速度を下回る速度規制を行って
いる。
車両等は、同一の進路を進行し
ている他の車両等の直後を進行す
るときは、その直前の車両等が急
に停止したときにおいてもこれに追
突するのを避けることができるため
必要な距離を、これから保たなけれ
ばならない。この規定の違反になる
ような行為をした者は、５万円以下
の罰金に処する。

運転免許証の交付・更新に関
する事務は、道路交通法第１０
８条の規定により、民間の法人
に委託可能であり、実際に委託
が行われている（ただし、同条及
び道路交通法施行令第４０条の
３の規定により、一部の事務は
委託できない）。
講習については、道路交通
法第１０８条の２第３項の規定に
よる民間法人等への委託、又
は、同法第１０８条の４の規定に
基づく指定講習機関（公益法人
等）による講習の実施のいずれ
かが可能であり、実際に委託等
が行われている。

措置の 措置の
分類
内容

d

措置の概要
（対応策）

当庁における非常勤職員の採
用は少数であり、当庁ホーム
ページへの掲示、ハローワーク
等の活用により応募者も十分確
保されていることから、現状で
は、予算を確保し有料求人メ
ディアを活用する必要はない。

その他

管理コード

z0100001

制度の
所管官庁

全省庁

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

要望
管理番号

5044

要望事項
管理番号

50440016

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社団法人全国求人情報協会

要望
事項番号

16

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

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。

要望理由

その他
（特記事項）

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。

道路標識等による最高速度規制については、都道府県公
安委員会が、道路の設計速度、道路構造、自動車の実勢
速度、交通量、交通事故の発生状況、交通安全施設等の
整備状況、沿道環境等の諸条件を総合的に勘案して個別
に決定しており、現在でも道路の設計速度及び自動車の実
勢速度を踏まえた最高速度規制が行われている。
一般道路における自動車の最高速度規制は、道路標識
等による最高速度が指定されている道路においてはその最
高速度が適用され、道路標識等により最高速度が指定され
ていない道路においては法定速度である時速６０キロメート
ルが適用されることとされている（道路交通法第２２条第１
項及び道路交通法施行令第１１条）。したがって、法定速度
に関する政令の規定を廃止しなくても、都道府県公安委員
会が具体的な道路の区間について前述の諸条件を総合的
に勘案した結果、交通の安全と円滑の確保、騒音、振動等
の交通公害の防止、沿道住民の意向等の観点から問題が
ないと判断する場合は、道路標識等により法定速度を超え
る最高速度を指定することも法令上可能である。

d

公安委員会は、道路交通法（以下「同法」という。）第４条
第１項の規定に基づき、道路における交通の規制を行うこと
ができるとされているほか、同法第５条第１項の規定によ
り、適用期間が１ヶ月をこえない速度規制等一定の規制（同
法施行令第３条の２第１項に規定）については、公安委員会
から委任を受けた警察署長が行うことができるとされてい
る。また、同法第１１４条の３には、警察署長の権限に属す
る事務のうち、高速道路に係るものは、公安委員会の定め
るところにより、高速道路における交通警察に関する事務を
処理する警視以上の警察官に行わせることができると規定
されている。
高速道路における雨天時の速度規制については、走行車
両の安全を確保するため、前記規定に基づき、各都道府県
警察の高速隊長が、パトロール中の警察官や道路管理者
によって収集された降雨量、路面、視界の状況等について
の情報を基に、降雨量や路面の湿潤状況に応じ、スリップ
等による交通事故発生の危険性を判断し、速度規制が必
要と認めたときに、一定の規制区間を定め、法定速度（普通
自動車等１００ｋｍ／ｈ）を８０ｋｍ／ｈに、更に状況が悪化し
た場合には８０ｋｍ／ｈを５０ｋｍ／ｈに指定するなど、きめ細
かな速度規制を行っている。また、各管区警察局内には高
速道路管理室が置かれ、県境間等における交通規制の斉
一性を図るための調整が行われている。
われている雨天時における速度規制については、実態に即し

z0100002

警察庁

道路速度制限の合理的緩和と道路規
格や実勢速度に合ったきめ細かい速度
規制制度への改善要望

5049

50490001

11

諏訪光司

1

（要望理由より続き）
③ 高速道路では時速１００キロ制限でも８０キロ制限の道
路でも雨天時には何故か一律時速５０キロ規制に一気に下げ
られます。この時速５０キロという数字は、道路交通法や道
路交通法施行令で定められている、危険を防止する場合の高
速自動車国道の最低速度時速５０キロを適用しているだけの
ようで、これはあまりにも大雑把すぎると以前より思ってい
ます。またさらに、同じような降水量にもかかわらず、違う
県に入ると解除されたりします。これは雨が何ミリ以上であ
れば規制するという基準が無く恣意的なものに拠っている
か、もしくは有っても速度規制を管轄する都道府県の警察ご
とに基準が違うからなのでは無いでしょうか？時速６０キロ
制限の道路ならまだしも、時速８０キロや１００キロ制限の
高速道路では降水量に応じて２〜３段階位に速度規制を細分
化してほしいと思います。例えば高速道路では５０キロ規制
を適用するのは積雪時のみとし、小雨時は８０キロ制限以上
の高速道路のみ８０キロ規制とし、大雨時は新たに６５キロ
規制ぐらいの速度を設けて、小雨規制の適用、大雨規制の適
用の降水量の判断基準を決め、その基準を全国で統一して運
用するというようにすべきだと思います。④ 警察は車の追
突事故が多い傾向にある道路はすぐに、速度制限を強くして
対処しようとします。しかし、交通量が多く常に混雑気味の
道路は、車間を詰め安全車間を確保しないドライバーが多
く、それが追突事故の増大要因になっているわけで、安易に
速度制限を強化するのではなく、このスピードの時は最低で
もこれだけ以上の距離の車間を空けなければならないという
基準を制動距離の科学的根拠から決め、速度制限と同じよう
に罰則付きの制度を創設し、対処すべきではないかと思いま
す。また、制動距離が伸びる雨天時の基準も別に設け、対象
にすれば、高速道路等での雨天時の速度規制は視界不良等の
要因以外は特に必要性は無くなります。もちろん渋滞などの
車が停止しているときは車同士は詰めれるだけ詰めてもいい
わけで、スピードごとに最低車間をそれぞれ決める、走行中
のときのみ適用される罰則基準です。

① 現在の日本全国の一般道路の制限速度の決定方法は、道
路の最高速度を時速６０キロと政令で一元的に決め、「規制
速度算出要領」なるもので、車線数、交差点の数、視界、交
通量、沿線集落の密度等によって計算する「逓減式」と呼ば
れる決定方法が以前より行われているようですが、この方法
には、出せるだけスピードを出す無謀ドライバーは別とし
て、大半のドライバーがこの道路の状態ならこの位のスピー
ドまでならば安全に走行できると合理的に判断する実勢速度
（８５パーセンタイルスピード）が全く考慮されておらず、
十分すぎるほどに制限速度が低く抑えられ、ドライバーとの
間の軋轢を生み、ドライバーの遵守意識を低下させ、制限速
度の妥当性、信頼性を落としています。また、この「規制速
度算出要領」で特におかしな部分は、交通量が少ない道路ほ
ど制限速度が低く計算されるという点で、田舎の交通量が少
ない道路が比較的不当に制限速度が低いという現実があるの
も納得がいきます。実勢速度の８５パーセンタイルスピード
というのは米国や欧州で広く採用されている速度規制の考え
方で、日本でも道路の設計速度を上限（参考）としつつ、こ
の考え方を速度規制に取り入れる制度に改善すべきです。こ
の乖離の問題は日本の大多数のドライバーが不満に思ってい
ることだと思います。私も強く代弁したいと思います。 外
国のような、北海道の大平原の中を真直線に走っている道路
が時速５０キロ制限になっているという現実があるのはこの
乖離の問題の象徴です。② さらに最近は高速道路とそっく
りな高規格道路が増え、設計速度も時速８０キロの道路であ
るにもかかわらず、区分が一般道路にあたるために、①の
「逓減式」速度規制が行われ、時速６０キロ制限になってい
るというおかしな道路が日本全国に増えてきています。これ
がさらに実勢速度との乖離を生んでいます。このような政令
規定は廃止し、速度制限緩和出来る高規格道路は緩和して、
全て最高速度標識によって規定すべきです。

民間事業者が、自動車教習所等において
運転免許証の交付・更新業務を行えるよ
うにすることによって、以下のような効
果が期待できる。
現在、各都道府県の公安委員会で実施さ
・申請者にとって利便性が高まる（営業
運転免許証の交付・更新事業の民間開
れている、運転免許証の交付・更新・運
時間の延長、土日祝日の営業など）。
放
転者講習に関する業務を民間開放する。
・免許交付・更新手数料の削減が期待で
きる。
・更新の際の、運転者講習の質の向上、
費用の削減が期待できる。

都道府県公安委員会の運転免許を受けな
ければならないものとされているので、
本事業を実施するうえで規制改革が必
要。

① 従来の「逓減式」（昭和５４年警察
庁交通局通達で示されている「規制速度
算出要領」）制限速度決定方式から、道
路設計速度以内の実勢速度（欧米式８５
パーセンタイルスピード）基準方式への
道路速度制限の合理的緩和と道路規 制限速度決定方式の改革② 一般道路の
格や実勢速度に合ったきめ細かい速度 自動車の最高速度時速６０キロの政令規
定の廃止③ 高速道路等での雨天時の降
規制制度への改善要望
水量に応じたきめ細かい速度規制を短距
離区間単位で行い、規制の無駄を無くし
て頂きたい④ 自動車事故の危険性を増
やさない制限速度緩和を行うための最低
車間距離制限（罰則付）制度新設の提案

追突するのを避けることができるため必要な距離を、直前の車
等によって異なり、具体的状況下で個別に判断されることとなる

ｅ

左記のとおり、運転免許証の
交付・更新・講習については、既
に民間開放が行われている。

z0100003

警察庁

運転免許証の交付・更新事業の民間開
放

5055

50550002

1/8

11

個人

2

（具体的事業の実施内容より続き）
もちろんこれにはドライバーが車間
距離を知るための、高速道路にある
車間距離標識にスピードごとの最低
規制車間距離を書き加えたような標
識や路面表示を一般道路にも設置す
るという最低限のインフラ整備が必
要です。そして、効果が確認され、
全国の道路で広く実施される段階に
なれば、今の先進技術で低コストで
可能ならば自動車メーカーに車間距
離計を開発してもらい、車に設備を
義務づける等ができればさらに良い
と思います。まず、交通量が多く追
突事故が多い高規格幹線道路や高速
道路に限定して実施することを検討
してはいかがかと思います。その実
施を検討する具体的な道路として私
が挙げたいのは交通量が多く日本一
追突事故が多いと思われる「国道２
５号名阪国道」です。（一番最初の
モデル的特区的な実施道路として）
大変に参考となるホームページをご
紹介します。
「交通行政監察官室 Public Bureau
of Inspection｣
http://www.web-pbi.com/index.html

「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

契約の際に取り交わされる契
約書の条項には、当該契約に
よって発生する権利等を一部の
場合を除き第三者に譲渡・承継
することを禁じる債権譲渡禁止
特約が盛り込まれているところ。

契約の際に取り交わされる契
約書の条項には、当該契約に
よって発生する権利等を一部の
場合（官庁側の承諾を得た場
合、又は信用保証協会若しくは
中小企業信用保険法施行令第
１条の２に規定する金融機関に
対して譲渡する場合）を除き第
三者に譲渡・承継することを禁じ
る債権譲渡禁止特約が盛り込
まれているところ。

道路運送車両
法、自動車登録
令、自動車の保
管場所の確保等
に関する法律、
自動車重量税
法、自動車損害
賠償保障法、地
方税法、地方自
治体条例 等

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

ｂ

措置の概要
（対応策）

当庁においても、他の国の機
関と同様、逐次債権譲渡禁止特
約の部分的解除を実施している
ところであるが、今後も必要性
等を考慮し、適宜解除を検討す
る。

当庁においても、他の国の機
関と同様、逐次債権譲渡禁止特
約の部分的解除を実施している
ところであるが、今後も必要性
等を考慮し、適宜解除を検討す
る。

自動車保有関係手続（検査・登録、保
管場所証明、自動車関係諸税等の納
付等）のワンストップ化については、平
成１７年１２月から、すべての関係機関
にまたがるワンストップサービスの基本
的な手続であり、ワンストップ化による
申請者の利便性向上の効果が大きい
新車の新規登録（型式指定車）を対象
として、自動車保有関係手続のワンス
トップサービスを稼働させることとしてお
り、これにより、各種税の納付手続の電
子化や保管場所証明手続の電子化等
が可能となる。
その際、入力項目を集約した申請画
面や税・手数料のまとめ払いの機能を
持たせることとしているほか、代行申請
や申請自体もまとめて行うための機能
についても設ける方向で検討するなど、
大量に自動車を保有する方にも配意し
たシステム構築を行っているところ。
その他の対象手続の電子化について
は、システムの安定稼働や関係機関の
対応状況等を勘案して、平成２０年を目
途に段階的にワンストップサービス化を
進めることとしており、関係機関と連携
しながら検討を進めていくこととしたい。
（３）① 新車の新規登録（型式指定
車）以外の対象手続の電子化について
は、システムの安定稼働や関係機関の
対応状況等を勘案して、平成２０年を目
途に段階的にワンストップサービス化を
進めることとしている。

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

z0100004

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新
規】

5056

50560144

11

(社)日本経済団体連合会

144

z0100004

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証券化
に関する債権譲渡禁止特約の解除

5086

50860034

11

社団法人リース事業協会

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ

z0100005 財務省、総務 サービスの対象拡大

5056

50560189

省、警察庁

2/8

11

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

要望理由

その他
（特記事項）

国・地方自治体向け金銭債権の証券化 すべての国の機関及び地方自治体にお
等に係る債権譲渡禁止特約の解除【新 いて、速やかに債権譲渡禁止特約を解除
すべきである。
規】

債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格
要件の障害となっている。このような状
況を改善するため、経済産業省などの一
部の国の機関においては、既に債権譲渡
禁止特約の解除が行われている。

国の機関及び地方自治
体向けの金銭債権につい
ては、譲渡禁止特約が付
されているため、当該金
銭債権の証券化等を行う
ことができない。

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。

189

自動車保有関係手続のワンストップ
サービス化は、規制改革・民間開放推進
3ヵ年計画に基づき、平成17年の稼動開
始に向け、検討及び一部で試験運用が行
われているが、より利便性の高いサービ
スを実現するため、以下の事項を早急に
検討・具体化していくべきである。(1)
検査・登録等諸手続①軽自動車の検査・
届出手続等の電子化②納税証明書の添付
に代わる電子化の検討③抹消・移転登録
手続の電子化④原付のワンストップサー
ビス対象化(2)自動車関連税手続①自動
車取得税・自動車税・軽自動車税・自動
車重量税の納付手続等の電子化および電
子化に向けた手続の合理化②納税に係る
行政と所有者の有する電子情報の交換
(3)保管場所証明申請手続
①保管場所申請手続の電子化及び電子
化に向けた申請手続の全国統一化、添付
書類の簡素化等(4)自賠責保険手続①付
保手続の電子化及び電子化に向けた手続
の合理化
②自賠責解約時における当該車両の状況
（滅失・解体など）確認の合理化（具体
的には、保険会社がネットワーク上で確
認出来ることとした上で、当該確認を
もって必要書類（登録事項等証明書や抹
消登録証明書）の取付に代えることを可
能とすること。【「規制改革・民間開放
推進３か年計画」Ⅲ分野別措置事項１Ｉ
Ｔ関係エ⑩ｂ関連】）

手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続の申請もしくは代行申請を
する自動車関連業界（自動車リース業界
も含む）に多大な負担を強いている。ま
た、リース会社の税の申告・納付事務等
は膨大であり、これらの事務作業の効率
化、円滑化の観点から、電子化（書式の
全国統一化）を図る必要がある。 電子
化の検討に際しては、利用者の意見を充
分に反映させることによって、電子化に
よる混乱等が生じないよう配慮する必要
がある。平成17年中のシステム稼働を目
指してワンストップサービス化が実用化
される予定だが、軽自動車の登録管理に
加え、原付車両についても接続のイン
ターフェースを統一化する等、ユーザー
（申請者）負担の軽減を目指すべきであ
る。また、年間の自賠責解約手続きは各
保険会社とも膨大な件数となっている
が、本要望の実現により契約者・保険会
社双方の負担が大幅に軽減される。

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの対象拡大

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

自動車の生産・販売・
流通に伴って必要となる
諸行政手続きは、書類に
より行うとともに、複数
省庁にまたがるため、極
めて煩雑である。
現在、政府の「規制改
革・民間開放推進３か年
計画」に基づき、平成17
年中のシステム稼動に向
けて、自動車保有関係手
続のワンストップサービ
スの推進に係る検討およ
び試験運用が進められて
いるが、地方自治体への
届出制となっている原付
などの車両についてはワ
ンストップサービスの対
象外である等、一定の制
限がある。

「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

道路運送車両
法、自動車登録
令、自動車の保
管場所の確保等
に関する法律、
自動車重量税
法、自動車損害
賠償保障法、地
方税法、地方自
治体条例 等

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律第６条、
第７条、第８条、
第９条、第１３条
第４項等

警察署長は、自動車保管場所
証明書を交付したとき、又は軽
自動車である自動車の使用の
本拠の位置、保管場所の位置
その他政令で定める事項の届
出を受理したとき等は、当該自
動車の保有者に対し、当該自動
車の保管場所の位置等につい
て表示する国家公安委員会規
則で定める様式の保管場所標
章を交付しなければならない。

道路交通法施行
令第１３条第１項
第６号

火災発生時における消防のための出
動、傷病者の緊急搬送など緊急の用務
に従事する自動車については、一般の
車両等の交通方法の原則に従わせた
場合、その用務の達成に重大な支障を
生じさせることとなりかねないことから、
「消防用自動車、救急自動車その他の
政令で定める自動車で、当該緊急用務
のため、政令で定めるところにより、運
転中のもの」については、緊急自動車と
して、一定の場合に車両等の通行区分
及び通行方法の原則の例外を認めて
いる。
電気事業等の公益事業に関しては、道
路交通法施行令第１３条第１項第６号
において「電気事業、ガス事業その他
の公益事業において、危険防止のため
の応急作業に使用する自動車」に該当
する自動車について、各都道府県公安
委員会において緊急自動車の指定を
行っている。
なお、同施行令第１３条第２項において
警察車両等に誘導されている車両も緊
急自動車と規定されていることから、病
院等で緊急に電気の供給が必要となる
等個別の案件が発生した場合には個
別具体的な判断により誘導することが
可能である。
また、災害発生時の応急対策を実施す
るための車両等については、災害対策
基本法において「緊急通行車両」とし確
認を受けることによって、一般の車両の
通行が禁止された区域・区間を通行す
ることが可能である。

措置の概要
（対応策）

自動車保有関係手続（検査・登
録、保管場所証明、自動車関係諸
税等の納付等）のワンストップ化に
ついては、平成１７年１２月から、す
べての関係機関にまたがるワンス
トップサービスの基本的な手続であ
り、ワンストップ化による申請者の
利便性向上の効果が大きい新車の
新規登録（型式指定車）を対象とし
て、自動車保有関係手続のワンス
トップサービスを稼働させることとし
ており、これにより、各種税の納付
手続の電子化や保管場所証明手
続の電子化等が可能となる。
その際、入力項目を集約した申請
画面や税・手数料のまとめ払いの
機能を持たせることとしているほ
か、代行申請や申請自体もまとめ
て行うための機能についても設ける
方向で検討するなど、大量に自動
車を保有する方にも配意したシステ
ム構築を行っているところ。
その他の対象手続の電子化につ
いては、システムの安定稼働や関
係機関の対応状況等を勘案して、
平成２０年を目途に段階的にワンス
トップサービス化を進めることとして
おり、関係機関と連携しながら検討
を進めていくこととしたい。

ｃ

保管場所標章の制度は、正規の
手続きを踏み新規登録、変更登録
又は移転登録を受けた自動車で
あっても、その後保管場所が継続し
て確保されていない場合があると
いう実態があったことから、自動車
がどこの行政区画、どこの警察署
の管内に保管場所を確保している
かを、外形的に第三者に明らかに
することにより、自動車の保有者に
自主的に真正な保管場所を確保さ
せるべく動機付けを図り、保管場所
確保義務の継続的な履行を確保し
ようとするものである。
自動車の保管場所の確保等に関
する法律において、警察署長は、
自動車について、保管場所標章が
表示されていないことその他の理
由により道路以外の場所に保管場
所が確保されていないおそれがあ
る自動車を認知したときは、公安委
員会にその旨を通知するものとさ
れており、警察署長は、道路上に長
時間駐車しているなど保管場所を
確保していないと疑われる自動車
については、保管場所標章の記載
事項を基に保管場所が確保されて
いるか否かについて調査すること
になる。このように保管場所標章
は、保管場所確保義務の継続的な
履行を確保するために必要な制度
であって、保管場所標章の制度を
廃止することはできない。

ｃ

電力会社が発電車を使用して
電気を供給させる業務について
は一定の公益性が認められるも
のの、電気の供給が他人との契
約に基づき、その者の需要に応
じて行なわれるものであることに
かんがみると、発電車の用途は
多岐に渡り、必ずしも緊急用務
のみに限られないことから、緊
急自動車として認めることは、
道路交通に及ぼす影響等にか
んがみて困難である。
また、停電等による救急医療設
備の停止時の対応や災害発生
時の応急対策等については、現
行制度において、警察車両によ
る誘導措置や緊急通行車両の
制度によって十分に対応が可能
であるものと考えている。

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

要望主体名

要望
事項番号

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ
z0100005 財務省、総務 サービスの対象拡大

5086

50860035

11

社団法人リース事業協会

35

省、警察庁

z0100008

z0100009

警察庁

警察庁

自動車保管場所標章の廃止【新規】

発電車の緊急自動車指定【新規】

5056

5056

50560200

50560201

3/8

11

11

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

200

201

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続（検査・登録〜国、車
庫証明・納税〜地方、自賠責保険確認〜
国）等の電子化は、新車の新規登録につ
自動車の生産・販売・流通に伴って必 いては平成17年12月から稼動とされ、そ
要となる諸行政手続の電子化の早期実 の他の手続きは平成20年を目途に段階的
に進めるとされているが、早急に検討・
現等
具体化していくこと。なお、試験運用を
行う際、大量の自動車を所有するリース
会社の事務手続等を考慮して、その運用
に当たっての検討等を行うこと。

自動車保管場所標章の廃止【新規】

発電車の緊急自動車指定【新規】

具体的事業の
実施内容

要望理由

電子化により、申請項目の共通化・統
一化と申請に必要な添付書類の削減化が
できれば、自動車関連業界の生産・販
売・流通に係わる申請及び手続代行コス
トは大幅に軽減され、その軽減分を直接
部門へ投入することで新たな自動車リー
ス市場の開拓が促進され、経済活性化に
資する。

手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続を申請もしくは代行申請を
する自動車関連業界（自動車リース業界
も含む）に多大な負担を強いている。ま
た、リース会社の税の申告・納付事務等
は膨大であり、これらの事務作業の効率
化、円滑化の観点から、電子化（書式の
全国統一化）を図る必要があると考えら
れる。 電子化の検討に際しては、利用
者の意見を充分に反映させることによっ
て、電子化による混乱等が生じないよう
配慮する必要がある。

その他
（特記事項）

自動車保管場所標章の貼付を廃止すべ
きである。

標章購入コストを削減できる。
自動車の保管場所の確保は、道路運送
車両法第４条に定める新規登録および同
法第12条に定める変更登録の要件となっ
ている。したがって、道路運送車両法に
おいて自動車登録ファイルに登録を受
け、運行の用に供される自動車は、その
時点では、すべて保管場所が確保されて
いることが確認されていることから、各
省庁間のデータの共有化が図られれば、
その他に敢えて車両に貼付し、保管場所
が確保されている旨を明示する標章に個
別の機能はなく、貼付は不要である。

自動車には、国家公安
委員会規則に基づき、自
動車保管場所標章を表示
（後部ガラスに貼付）し
なければならない。

発電車は、緊急性・公益性の観点か
ら、道路交通法で定める緊急自動車とし
て指定許可すべきである。

ライフライン復旧活動ならびに仮設救
護施設等への電源確保による後方支援や
国・地方公共団体等の重要設備への電力
安定供給など、地震などによる広域停電
災害発生時にライフラインの緊急対応を
行ううえで発電車は最低限必要であり、
緊急性・公益性の観点から、緊急自動車
として指定許可すべきである。また、事
故や災害により停電が発生した場合、病
院等（ICUを備えた中規模医療施設等）
での救急医療設備の停止等が想定され、
その影響が人命に係わるような場合、発
電車での緊急的な停電解消が必要とな
る。
道路交通法施行令第13条では、緊急自
動車には消防用自動車、救急用自動車な
どが指定されており、公益性・緊急性の
観点から、人命に係わるような停電が発
生した場合、これを解消する応急作業に
使用する車両についても、救急用自動車
等と同様に取り扱われることが妥当であ
る。発電車が緊急自動車として指定許可
されていなかったことにより、緊急時に
渋滞に巻き込まれ、復旧作業に時間を要
するなどの事例が発生している。

道路交通法で定める緊
急自動車は、道路交通法
施行令第13条で「電気事
業、ガス事業その他の公
益事業において、危険防
止のための応急作業に使
用する自動車」となって
おり、電力会社が保有す
る車両のうち、火災時の
危険防止や電力設備の保
安上の緊急復旧に使用す
る車両は各都道府県の公
安委員会から指定許可を
受けている。
一方、電力会社が保有
する発電車は、事故や災
害により停電が発生した
場合、緊急的に電気を供
給するために使用してい
るが、その用務が危険防
止のための応急作業にあ
たらないとして、指定許
可を受けられていない。

「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

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

z0100010

警察庁は、各都道府県警察の
運転免許証更新手続の受付時
間の拡大に対して規制を行って
おらず、各都道府県警察がそれ
ぞれの判断で受付時間を定め
ている。
なお、運転者の利便に資するた
め、運転免許証の更新手続に
おける日曜日窓口の開設につ
いては、昭和５７年から各都道
府県警察に対して通達により指
導を行っている。ご指摘のあっ
た神奈川県警察運転免許本部
においても、日曜日窓口は開設
しており、午前８時から午後４時
まで更新を受け付けている。

古物営業法第２１条の３では、
古物競りあっせん業者は、出品
された古物について、盗品等の
古物営業法第２
疑いがあると認めるときは、直
１条の３
ちに、警察官にその旨を申告し
なければならないこととされてい
る。

ｅ

ｃ

左記のとおり、警察庁は、各都
道府県警察の運転免許証更新
手続の受付時間の拡大に対し
て規制を行っていない。

⑤について
古物営業法第２１条の３の規
定は平成１４年１１月の古物営
業法の一部改正により設けら
れ、平成１５年９月に施行された
ものであり、法の周知を図って
いるほか、古物競りあっせん業
者に対して、盗難自動車の流通
防止のため、インターネット・
オークションサイトの運用を改善
するよう指導しているところであ
る。
⑥について
提案内容のうち当庁に係る課
題等についての具体的な数値
目標の設定は、民間を規制する
ものではなく、当庁における取
組みの目標等に関するものであ
り、規制改革・民間開放になじま
ないものと考えられる。

z0100011

z0100012

制度の
所管官庁

警察庁

警察庁

項目

盗難自動車対策の強化

自動車運転免許証更新手続の受付時
間の拡大【新規】

国土交通省、
盗難自動車対策の強化
警察庁

要望
管理番号

5056

5056

5060

要望事項
管理番号

50560207

50560254

50600006
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要望
事項
補助
番号

11

11

21

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）日本損害保険協会

要望
事項番号

207

254

6

要望事項
（事項名）

盗難自動車対策の強化

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

盗難自動車対策については、政府の国
際組織犯罪等対策推進本部の下、関係省
庁と民間団体による官民合同プロジェク
トチームが発足し、不正輸出防止対策な
ど様々な対策が取られつつある。こうし
た対策の実効性をさらに上げるために、
法整備、イモビライザーの普及促進等に
加え、旅具通関対象の見直し（船員旅具
通関制度の廃止または中古車持ち出し台
数制限）等を図ることが必要である。

要望理由

その他
（特記事項）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は
64,000件を数え、ここ３年続けて60,000
件を超えて高止まりの傾向を示してい
る。また、自動車盗難に関する支払保険
金は毎年600億円弱に達し、経済的な面
からも深刻な社会問題となっている。盗
難防止対策を施すことにより、自動車盗
難件数が減少すれば社会的損失の低減に
大きく寄与することになる。
（定量的評価は困難であるが、03年度の
自動車盗難保険金は約583億円であり、
車両保険の普及率35％で単純に計算する
と日本全体でおよそ1,600億円の被害と
推定できる。仮に被害が1%削減された場
合でも、約16億円の効果となる。）2004
年６月の規制改革集中受付月間の回答に
よれば、実施の可否を含め検討中とのこ
とであるが、要望内容を踏まえて早急に
検討・実施すべきである。

近年急増している自動
車盗難は、専門的かつ組
織的な犯罪集団による盗
難車の海外売却を狙った
ものが多い。防犯や盗難
防止装置（イモビライ
ザー等）の普及などを通
じた盗難自体の防止が必
要であるが、その効果に
は限界がある。

更新に係る窓口業務の民間開放も視野
自動車運転免許証更新手続の受付時
に入れ、自動車運転免許証更新の受付時
間の拡大【新規】
間を拡大すべきである。

地方自治体により異なるが、更新手続
の受付時間が短く、平日のみ受付を行
なっている地方自治体もある。運転免許
証の保有者数は年々増加していることを
免許証の有効期間の更
踏まえ、更新手続業務の民間開放も含め
新を受けようとする者
て、利用者の利便性の向上を検討すべき
は、住所地を管轄する公
である。
安委員会に申請書を提出
しなければならない。受
例）いずれも一般運転者講習該当者の場
付時間は都道府県によっ
合。
て異なる。
東京都⇒平日8:30−15:00、日曜日8:3011:00、13:00-15:00。
神奈川県⇒平日のみ 8:30-12:00、
13:00-17:00

盗難自動車対策については、政府の国際
組織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁
と民間団体による官民合同プロジェクト
チームが発足し、不正輸出防止対策など
様々な対策が取られつつある。こうした
対策の実効性をさらに上げるために、法
整備、イモビライザの普及促進等に加
え、以下のような制度の見直し等を図る
ことが必要である。
④登録事項等証明書交付請求者等の本人
確認の強化（偽造書類の発見方法の確
立、本人確認書類のコピー保存および窓
口への監視カメラの設置）
⑤インターネットオークションにおける
盗難自動車の流通阻止（古物営業法21条
の3の申告義務違反に対する行政処分の
制度化）
⑥政府において決定されている「犯罪に
強い社会の実現のための行動計画（平成
15年12月 犯罪対策閣僚会議）」におい
て、重点課題とされている自動車盗難関
連事項について、可能な限り数値目標化
するとともに、自動車盗難年間台数につ
いて数値目標を設けていただきたい。

（要望理由より続き）
④登録事項等証明書の交付請求
者、自動車検査証再交付申請者
等の本人確認のため、交付請求
者に対し、ア.運転免許証、イ.
被用者保険証、国民健康保険被
保険者証、ウ.パスポート、外
国人登録証明書、エ.顔写真付
き身分証明書、いずれかの提示
が求められているが、窃盗団は
巧妙な偽造証明書等で不正に登
録事項等証明書等を取得し、盗
難のねらいを定めた自動車の保
管場所割り出しに利用している
可能性がある。チェック機能を
強化する手段として、本人確認
書類のコピー保存および全窓口
への監視カメラの設置等につい
て、具体的に検討いただきた
い。
⑤インターネットオークション
に、書類や車台番号のない自動
車が出品されており、盗難車流
通経路の一つとなっている。自
主規制的なものではなく強制的
に盗難車を流通させないような
手段を講じさせるため、オーク
ション事業者の申告義務違反に
対する罰則を強化していただき
たい。
⑥経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2004（平成16年6
月4日閣議決定）」において、
「当該計画について（中略）成
果目標を可能な限り数値化しつ
つ（以下略）」とされている。

盗難自動車対策の強化

これらの盗難防止対策を施すことによ
り、自動車盗難件数が減少すれば社会的
損失の低減に大きく寄与することにな
る。（定量的評価は困難であるが、03年
度の自動車盗難保険金は約583億円であ
り、車両保険の普及率35％で単純に計算
すると日本全体でおよそ1,600億円の被
害と推定できる。仮に被害が1%削減され
た場合でも、約16億円の効果となる。）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は64,000件を数え、ここ3
年続けて60,000件を超えて高止まりの傾向を示している。ま
た、自動車盗難に関する支払保険金は毎年600億円弱に達
し、経済的な面からも深刻な社会問題となっている。
①旅具通関においては、手荷物扱いとして持ち出される中古
自動車のほとんどがビジネスとしての輸出用途であり、旅具
通関本来の趣旨から外れている。ついては、検討中の旅具通
関制度の見直しについて、自動車盗難阻止を効果的に推進で
きるよう、早期に実施に向けた検討、配慮をいただきたい。
②申請された抹消登録証明書と輸出される中古自動車が同一
のものであるか、現車をチェックしないと、実際どの車が輸
出されているかを正確には把握できない。例えば、１．特に
盗難の多い車種の選定（例：「ランドクルーザー」、「セル
シオ」、「アリスト」等）、２．特定仕向地の選定、３．特
定業者の選定（例：登録以降２年未満の業者）を行うなど、
限定して輸出車の現物チェックを実施することでも、大幅な
改善が図られる。現在でも「提示された抹消登録証明書原本
と当該中古自動車の車台番号等との照合を可能な限り行って
いる」とのことであるが、一定基準以上のチェックを制度化
して実施していただきたい。
③コンテナーへの積み込みに際し、盗難車を他の貨物と偽っ
て、または車両本体を解体して積み込むことにより、不正輸
出する手口がある。コンテナーを使用する不正輸出を防ぐた
めには、コンテナーの内容物を確認して、盗難自動車が紛れ
込んでいないかどうかを厳重に確認することは極めて効果的
である。例えば、仕向地、輸出業者(不特定多数の荷主を扱
うなど)を限定して公認検数検定機関によるコンテナー確認
の徹底（公認検数検定機関の確認があったコンテナーの通関
事務を迅速化する運用も考えられる。）をすることでも、大
幅な改善が図られるものと考えられる。

「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

都道府県公安委員会が定める
道路を通行する自動車の積載
道路交通法第５
物の高さの制限は、４．１メート
７条、同法施行
ルからその自動車の積載をする
令第２２条
場所の高さを減じたものとされ
ている。

都道府県公安委員会が定める
道路を通行する自動車の積載
道路交通法第５
物の高さの制限は、４．１メート
７条、同法施行
ルからその自動車の積載をする
令第２２条
場所の高さを減じたものとされ
ている。

いわゆるカジノについては、刑
刑法第１８５条、 法の賭博罪との関係から、その
第１８６条
実施に当たっては、新たな立法
措置が必要である。

措置の 措置の
分類
内容

ａ

ａ

ｃ

措置の概要
（対応策）

平成１６年２月に道路交通法
施行令の改正を行い、一律３．８
メートルとされていた車高の制
限を３．８メートル以上４．１メー
トルを超えない範囲内において
都道府県公安委員会が定める
高さにすることができるよう措置
したところであり、業界等からの
要望を踏まえ、３月には各都道
府県公安委員会規則が改正さ
れ、車高４．１メートルの自動車
が通行可能な道路の指定が行
われたところである。
今年度についても、物流の効
率化を図るため、運送業界、自
動車業界等から要望のあった道
路について、現在、各都道府県
警察において上空障害の有無
等の調査を実施しているところ
であり、この調査結果を踏まえ
た各都道府県公安委員会規則
の改正により、車高４．１メート
ルの自動車が通行可能な道路
が新たに指定され、指定道路の
拡充が図られる予定である。
なお、車高４．１メートルの自
動車が通行可能な道路として指
定することの可否については、
各都道府県警察が判断する事
項である。
平成１６年２月に道路交通法
施行令の改正を行い、一律３．８
メートルとされていた車高の制
限を３．８メートル以上４．１メー
トルを超えない範囲内において
都道府県公安委員会が定める
高さにすることができるよう措置
したところであり、業界等からの
要望を踏まえ、３月には各都道
府県公安委員会規則が改正さ
れ、車高４．１メートルの自動車
が通行可能な道路の指定が行
われたところである。
今年度についても、物流の効
率化を図るため、運送業界、自
動車業界等から要望のあった道
路について、現在、各都道府県
警察において上空障害の有無
等の調査を実施しているところ
であり、この調査結果を踏まえ
た各都道府県公安委員会規則
の改正により、車高４．１メート
ルの自動車が通行可能な道路
が新たに指定され、指定道路の
拡充が図られる予定である。
なお、車高４．１メートルの自
動車が通行可能な道路として指
定することの可否については、
各都道府県警察が判断する事
項である。

カジノ開設には、暴力団や外
国人犯罪組織等の関与のほ
か、少年の健全育成への悪影
響、風俗環境の悪化等の懸念
があるため、警察庁としては、カ
ジノ解禁を積極的に推進する立
場にはない。
しかし、経済の活性化、雇用
の創出、地方財政の財源確保
等一定の公益を図る観点からカ
ジノ解禁を求める意見があるこ
とは承知しており、カジノ解禁に
より得られる公益と、一方で懸
念される影響とを比較衡量する
議論がなされた上で、カジノ解
禁を図るため、刑法の賭博罪の
違法性を阻却する立法措置が
なされた場合には、警察庁とし
ては、その施行に関する事項の
うち警察の責務の範囲に含まれ
る事項について、責任を負い、
施行に関与していく。

その他

管理コード

z0100013

z0100013

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、
高さ指定道路の拡充
警察庁

警察庁、国土
高さ指定道路の拡充
交通省

z0100015 警察庁、法務省 日本籍船でのカジノの自由化

要望
管理番号

5061

要望事項
管理番号

50610016

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社団法人

日本自動車工業会

要望
事項番号

16

要望事項
（事項名）

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

本年3月の道路交通法施行令及び車両制
限令改正により、都道府県公安委員会又
は、道路管理者が指定する道路について
車高規制緩和による高さ4.1m走行ルー 今後とも、4.1ｍ走行ルートの更なる拡
は、高さ4.1ｍの車両の自由走行が認め
トの更なる拡充
充をお願いしたい。
られ、昨年度、海上コンテナ特認ルート
及びキャリアカー走行100ルート弱が通
行可能となった。

昨今のユーザーニーズの多様化により、
RV車及び大型車の出荷量は年々増加して
おり、セダンタイプも含めて背高・大容
量化傾向にある。同時に、車両輸送分野 ・平成14年度の再要望
においても、積載車両・トレーラーの積
載効率を図る為に、高さ4.1mルートの更
なる拡大が必要。

平成１６年３月２２日付車両制限令改正
により、主に今までの国際海上コンテナ
陸
上輸送に係る通行指定経路（約２
６００ルート）が「高さ指定道路」とし
て公表され、国際海上コンテナ車両以外
の車両についても通行が可能となった。
しかし、新たに９フィート６インチ国際
海上コンテナを取り扱う港が増えてお
り、国際海上コンテナ陸送業者からは、
更なる「高さ指定道路」の延長が求めら
れている。また、新たな輸送ニーズの開
拓に繋がるとして、他の陸送業者も同様
に延長を求めていることから、「高さ指
定道路」の延長・拡充を図られたい。

5100

51000004

11

（社）全日本トラック協会

4

高さ指定道路の延長拡充について

5076

50760004

11

社団法人日本船主協会

4

日本籍船でのカジノの自由化

5/8

具体的
要望内容

高さ指定道路の延長拡充について

日本籍船では現行刑法が適用されるた
め、公海上であってもカジノが禁止され
ているが、カジノの運営が非合法となら
ないよう所用の法整備を行う。

指定道路については、4.1ｍまで

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ
客船事業の振興を図るため、日本籍船で
のカジノの自由化を行うこと。

「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

自動車の保有者は、道路上の
場所以外の場所において、当該
自動車の保管場所を確保しなけ
ればならないこととされている。
道路運送法第２条第２項に
規定する自動車運送事業又は
貨物利用運送事業法第２条第８
自動車の保管場 項に規定する第二種貨物利用
所の確保等に関 運送事業の用に供する自動車
する法律第３条 については、道路運送法、貨物
自動車運送事業法若しくは貨物
利用運送事業法において、事業
用自動車の数並びに自動車車
庫の位置及び収容能力を事業
計画の記載事項とすることによ
り、保管場所確保義務の履行の
確保が図られている。

出資の受入れ、
預り金及び金利
等の取締りに関
する法律（以下
「出資法」とい
う。）第１条、第２
条

出資法第１条は、「何人も、不
特定且つ多数の者に対し、後日
出資の払いもどしとして出資金
の全額若しくはこれをこえる金
額に相当する金銭を支払うべき
旨を明示し、又は暗黙のうちに
示して、出資金の受入をしては
ならない」ものとし、第２条は「業
として預り金をするにつき他の
法律に特別の規定のある者を
除く外、何人も業として預り金を
してはならない」ものとしている。
また、「預り金」とは、不特定
かつ多数の者からの金銭の受
入れであって、次に掲げるもの
をいうとされている。
一 預金、貯金又は定期積
金の受入れ
二 社債、借入金その他何ら
の名義をもつてするを問わず、
前号に掲げるものと同様の経済
的性質を有するもの

出資の受入れ、
預り金及び金利
等の取締りに関
する法律（以下
「出資法」とい
う。）第１条、第２
条

出資法第１条は、「何人も、不
特定且つ多数の者に対し、後日
出資の払いもどしとして出資金
の全額若しくはこれをこえる金
額に相当する金銭を支払うべき
旨を明示し、又は暗黙のうちに
示して、出資金の受入をしては
ならない」ものとし、第２条は「業
として預り金をするにつき他の
法律に特別の規定のある者を
除く外、何人も業として預り金を
してはならない」ものとしている。
また、「預り金」とは、不特定
かつ多数の者からの金銭の受
入れであって、次に掲げるもの
をいうとされている。
一 預金、貯金又は定期積
金の受入れ
二 社債、借入金その他何ら
の名義をもつてするを問わず、
前号に掲げるものと同様の経済
的性質を有するもの

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ｃ

港湾地区においては、路上に放置さ
れたシャーシに対する追突による死亡
事故等の重大事故が発生している状況
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があれば、その担保措置の内容を見定
めた上、それが確実に講じられる見通
しが得られるときは、その担保措置を前
提に「保管場所を確保」したと解釈でき
る場合を示すことも考えられるが、現在
のところ、そのような見通しを得られる
ような御提案はいただいていない。

ｃ

第１条関係
出資金は、出資元本が保証さ
れないことを本質とするもので
あることから、当該払戻しが実
行不能に陥った場合、安全であ
ると誤信して出資した一般大衆
が不測の損害を被ることを防止
する趣旨から、これを撤廃する
ことは困難である。
第２条関係
業としての「預り金」が全面的
に禁止されているわけではなく、
他の法律に特別の規定ある者
については、預り金を受け入れ
ることができる。したがって、新
たな措置は不要と考える。
また、預り金の受け入れまが
いの脱法行為については、厳正
に取り締まる必要があり、現行
の規定が必要かつ適切であると
考えられる。

ｃ

第１条関係
出資金は、出資元本が保証さ
れないことを本質とするもので
あることから、当該払戻しが実
行不能に陥った場合、安全であ
ると誤信して出資した一般大衆
が不測の損害を被ることを防止
する趣旨から、これを撤廃する
ことは困難である。
第２条関係
業としての「預り金」が全面的
に禁止されているわけではなく、
他の法律に特別の規定ある者
については、預り金を受け入れ
ることができる。したがって、新
たな措置は不要と考える。
また、預り金の受け入れまが
いの脱法行為については、厳正
に取り締まる必要があり、現行
の規定が必要かつ適切であると
考えられる。

その他

管理コード

z0100016

z0100017

z0100017

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、警 内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫
に関する規定の見直し
察庁

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

金融庁、法務 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的
省、警察庁 整備

要望
管理番号

5076

5086

5092

要望事項
管理番号

50760007

50860004

50920004
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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

オリックス株式会社

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）

内航輸送用シャーシ運用上においては、
登録用車庫確保の負担が所有者に強いら
れる一方、その車庫はほとんど利用され
内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫
ておらず、現在の規制は利用実態にそぐ
に関する規定の見直し
わない。ため、内航輸送用シャーシにつ
いては、車庫一台のスペースで複数台登
録できるようにするべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場所
を確保しなくてはならないが、海上輸送
用トレーラー・シャーシについても一般
のトラック同様、同法が適用されてい
る。しかし、内航輸送用シャーシの車庫
の利用実態は、船内及び港頭地区の駐車
場に限られ、かつ運用上常時海上輸送の
ものもある。トレーラーヘッド、シャー
シ夫々1台ずつの車庫取得に加え、港頭
地区におけるヤードの確保が仕出し地／
仕向け地両方で必要となり、実質取扱い
トレーラー・シャーシの約4倍の車庫の
確保が必要となる。このため、内航輸送
用に利用されるシャーシについては、利
用実態に合せて車庫に関する規制を見直
し、車庫一台のスペースで複数台数登録
できるようにすべきである。

4

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会
第一部会中間整理(第一次)」東大･神田
教授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
の面において類型的に別物として取扱っ
整備
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止する
法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわ
ゆる出資法で一部取締りが可能である
が、出資法のように預り金を一律に禁止
するような法律は、その立法論的な妥当
性につき再検討する必要がある）。』

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではない。出資
者の認識と保証者の支払能力の問題であり、不当表示規制や
金融商品販売規制として整理されるべきではないか。・金融
庁は、「安全であると誤信して出資した一般大衆が不測の被
害を被ることを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与
える危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般大衆
に不測の損害を与える危険が多分にある」とする。しかし、
誤信によるものであれば、誤信しないように表示、説明をさ
せるという規制であるべきであろう。また、誤解を与える危
険が多分にあるというのも、決して難しい話ではないので
あって、おかしい。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生
していない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対象と
なるというのは、果たして制度として妥当であるといえるの
であろうか。・一般大衆の被害・損害というのは、実際は騙
しによって起こっているのであり、問題の捉え方を誤ってい
る。つまり、禁止・処罰の対象は、金融商品において約束さ
れた運用行為等が現実に行われていないことであり、この点
に焦点を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があり、罪刑法
定主義の観点から妥当性に疑問ある。<＊3>・法務省は、
「その意義が明確に規定されており、その概念が不明確であ
るとは言い難い」とするが、預金と同様の経済的性質を有す
るものということの解釈の幅は相当広い。また、「無条件に
許容した場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題である。・
戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引その他サービスの
発展に目に見えにくいが悪影響を及ぼしている。・｢金融
サービス法｣等の金融関連法制と出資法との係わり合い、適
用関係等が、経済社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献
するものとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

<＊1>出資法が現に果た
す役割は詐欺罪の前段階
的な処罰と思われ、これ
は不当な表示･勧誘によ
り行われるので、不当表
示防止法を独禁法の枠組
みから切離して整備し、
罰則強化、警察管轄とす
ることは検討できない
か。相手方の属性（個人
かプロか）の観点も必要
と思われる。<＊2>エス
クロー事業が出資法２条
に抵触するのか判然とせ
ず、抵触するとの解釈も
表明されており、事業を
行おうとする際の重大な
障害となる。<＊3>例え
ば、不動産会社が賃貸事
業で預かる敷金等、継続
取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるの
か。
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該当法令等

制度の現状

①について
古物営業を営もうとする者は、
営業所（営業所のない者にあっ
ては、住所又は居所をいう。）が
所在する都道府県ごとに都道府
県公安委員会（以下「公安委員
会」という。）の許可を受けなけ
ればならない（法第３条第１
項）。
②について
２以上の公安委員会の管轄区
域内に営業所を有する古物商
については、「氏名又は名称及
古物営業法第
び住所又は居所」、「法人にあっ
３条第１項、第７
ては、その代表者の氏名」及び
条
「法人の役員の氏名及び住所」
に変更があったときは、いずれ
か１の公安委員会に届出をすれ
ばよい（この場合において、届
出を受けた公安委員会は、届出
書に記載された内容を関係する
他の公安委員会に通知すること
とされている。）が、「営業所の
管理者の氏名及び住所」に変更
があったとき等は、営業所を管
轄するそれぞれの公安委員会
に届出をしなければならない（法
第７条）。

出張旅費及び物品購入代金
の支払いは、会計法及び国家
公務員等の旅費に関する法律
等の規定に基づいて実施されて
会計法、国家公
おり、通常旅行者及び業者等の
務員等の旅費に
口座への振り込みによる支払い
関する法律 等
が行われているが、一部業務に
おいては、クレジットカードによ
る支払いが行われているとこ
ろ。

反則金の納付は、日本銀行
道路交通法第１
（国の歳入金の受入れを取り扱
２８条、第１２９
う代理店を含む。）に対して行わ
条、同法施行令
なければならない。
第５２条
反則金の納付は、分割して行
会計法等
うことができない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

措置の概要
（対応策）

①について
古物商等の遵守事項（古物営業
法第３章）として規定されている標
識の掲示や管理者の選任は営業
所等に関するものであり、確認等及
び申告や帳簿等への記載等は営
業所等においてなされるものであ
り、品触れと差止めは営業所等に
所在する古物に関するものであり、
営業所等と当該営業所等に集散す
る古物に着目した内容となってい
る。したがって、営業所等を管轄す
る公安委員会でなければ古物商に
対する実効的な指導監督を行うこと
は困難であることから、都道府県警
察制度の下において、本店所在地
を所管する公安委員会の許可を得
られれば他の公安委員会の管轄内
に所在する営業所においても古物
営業が行えるようにすることは困難
である。
②について
営業所等を管轄する公安委員会
でなければ古物商に対する実効的
な指導監督を行うことは困難である
ことから、都道府県警察制度の下
で、管轄外に所在する営業所の管
理者の氏名及び住所など当該公安
委員会に全く関係のない事項の届
出を受理して、これを他の公安委員
会に通知することは困難である。

（旅費）
出張旅費の支払いについて
は、国家公務員等の旅費に関
する法律の規定に基づき実施さ
れており、当庁が代表して回答
する立場にない。
（物品購入代金）
物品購入代金の支払いは、会
計法等の規定に基づいて実施
されており、通常業者等の口座
への振り込みによる支払いが行
われているが、必要性等がある
場合にはクレジットカードによる
支払いも実施しており、今後も
個別の事情等を考慮し、適宜ク
レジットカードの使用の是非を検
討する。

公金収納は、会計法等に基づ
いて行われており、本件につい
て当庁は代表して回答する立場
にない。

その他

管理コード

z0100018

z0100019

z0100020

制度の
所管官庁

警察庁

全省庁

警察庁

項目

古物営業法の許可申請及び変更届出
の簡素化について

クレジットカード決済による支
払業務

反則金の支払（納付）代行業務

要望
管理番号

5086

5095

5095

要望事項
管理番号

50860040

50950002

50950008
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社団法人リース事業協会

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

要望
事項番号

40

2

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

古物営業法の許可及び変更届出について
は、営業所所在地の都道府県公安委員会
宛に行うとされているが、①本店所在地
を所管する公安委員会の許可を得られれ
古物営業法の許可申請及び変更届出 ば、他の都道府県に所在する営業所にお
いても古物営業が行えるようにするこ
の簡素化について
と、②営業所などの人事異動に伴って変
更届を行う際、各々の公安委員会で手続
きを行うが、本店所在地の公安委員会で
一括して届出を行えるようにすること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

①各都道府県公安委員会の許可を得るこ
とで、変更届等は各々の公安委員会に行
うことになり煩雑である、②代表者・役
員の変更については、一の公安委員会へ
の届け出ることとされているが、営業所
の管理者についても同様の取扱いとする
ことが望まれる。

クレジットカード決済による支
払業務

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。

反則金の支払（納付）代行業務

現在、反則金は滞納が数多く発生し
ている。したがって滞納の軽減と払
込者の利便性のため、クレジット
反則金のクレジットによる立替払い
カードの立替払いを行いたい。道路
を行いたいのでこれを可能とするこ
交通法128条（反則金の納付）や道
ととしていただきたい。もし現在可
路交通法施行令52条（反則金の納付
クレジットカード決済による立替払
能であるならば、その旨を明らかに
及び仮納付）2項において、クレ
い
していただきたい。可能でない場合
ジットカードによる立替払いを可能
はこれを可能とするように改めてい
とすることとしていただきたい。も
ただきたい。
し現在可能であるならば、その旨を
明らかにしていただきたい。可能で
ない場合、これを可能としていただ
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

高速自動車国道においては、
道路交通法施行
大型貨物自動車の法定最高速
令第２７条第１項
度は８０㎞／ｈである。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

措置の概要
（対応策）

我が国における交通死亡事故
が減少する中において、高速道
路における大型貨物自動車に
係る交通死亡事故は依然多発
している。
その原因としては、違反別で
みると速度超過による割合が高
く、危険認知速度別にみても、
大型貨物自動車による死亡事
故は、その大半が８０㎞／ｈ以
上で走行中に発生している。
また、大型貨物自動車の高速
道路における死亡事故率が普
通乗用車等と比べて高いことな
どから、現在、大型貨物自動車
の法定最高速度を８０㎞／ｈとし
ていることは合理的である。
なお、諸外国においても、大型
貨物自動車については、他の車
種と異なる速度規制が行われて
いる。

本提案内容は、規制改革・民間
開放要望に該当しないと思料す
る。

その他

管理コード

z0100021

z0100023

制度の
所管官庁

警察庁

警察庁

項目

高速道路における大型貨物自動車の
最高速度規制の緩和

クレジット/デビットカードおよびＡＴＭ
サービスと受け入れの促進

要望
管理番号

5100

5122

要望事項
管理番号

51000001

51220174
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要望
事項
補助
番号

11

31

要望主体名

（社）全日本トラック協会

米国

要望
事項番号

1

174

要望事項
（事項名）

高速道路における大型貨物自動車の
最高速度規制の緩和

クレジット/デビットカードおよびＡＴＭ
サービスと受け入れの促進

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

高速自動車国道における最高速度は、大
型トラックと牽引装置により牽引状態に
ある車両のみが８０㎞/hに抑えられてお
り、同一の走行車線に速度の異なる車両
が混在して走行することは、車両の安全
高速道路における大型貨物自動車の最高 高速道路における大型貨物自動車の最高 走行を妨げるばかりか、事故を誘発する
一因にもなりかねない。他の交通と合わ
速度規制の緩和
速度→８０km/h
せ、高速道路の円滑な走行を確保する観
点から、高速道路における大型貨物自動
車の最高速度規制を現行の８０㎞/hから
１００㎞/hに引き上げるなど見直しをお
願いしたい。

③クレジットカード不正利用に関する
法・規制を厳しく施行する。

世界的に見て、クレジットカード､デ
ビットカードおよびＡＴＭカードの利用
は急速に増加している。米国、欧州、カ
ナダにおいて全店舗の90%はクレジット
カードあるいはデビットカードを取り扱
い、全購入の3分の１以上がこれらの
カードでなされる。日本では昔からの店
舗やＡＴＭでのカードの受け入れが低い
率であることは、日本に居住する人々に
とって不都合であり、また海外から日本
を訪問する人たちの共通の不満である。
米国は約100の日本の公立病院がクレ
ジットカードおよびデビットカードの支
払いを受け付けている、あるいはその準
備中であると聞いている。E-Japan戦略
IIイニシアティブおよび小泉首相の海外
から日本への旅行者を2010年までに倍増
するという精神に鑑み、米国政府は日本
国政府に対して以下を要望する。

その他
（特記事項）

