「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

地方公共団体等が普通財産を
国有財産法第22 公共性のある一定の用途に供
条
する場合には、無償貸付けがで
きる。

地方公共団体等が普通財産を
国有財産法第22 公共性のある一定の用途に供
条
する場合には、無償貸付けがで
きる。

地方公共団体等が普通財産を
国有財産法第22 公共性のある一定の用途に供
条
する場合には、無償貸付けがで
きる。

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

ｆ

ｆ

措置の概要
（対応策）

-

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について
（H16.9.21内閣府規制改革・民
間開放推進室公表）において、
「単に税財源措置の優遇を求め
るものは、要望の対象といたし
ません」とされており、提案内容
が国有財産の無償貸付を求め
るものであれば、従来型の財政
措置に該当するため、検討要請
の対象とはなり得ない。
なお、河川敷地の使用収益に
ついては、河川法の適用を受け
るものであり、その利用条件に
関する提案については、当該法
律を所管する国土交通省にお
いて検討されるべき問題と考え
る。

-

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について
（H16.9.21内閣府規制改革・民
間開放推進室公表）において、
「単に税財源措置の優遇を求め
るものは、要望の対象といたし
ません」とされており、提案内容
が国有財産の無償貸付を求め
るものであれば、従来型の財政
措置に該当するため、検討要請
の対象とはなり得ない。
なお、河川敷地の使用収益に
ついては、河川法の適用を受け
るものであり、その利用条件に
関する提案については、当該法
律を所管する国土交通省にお
いて検討されるべき問題と考え
る。

-

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について
（H16.9.21内閣府規制改革・民
間開放推進室公表）において、
「単に税財源措置の優遇を求め
るものは、要望の対象といたし
ません」とされており、提案内容
が国有財産の無償貸付を求め
るものであれば、従来型の財政
措置に該当するため、検討要請
の対象とはなり得ない。
なお、河川敷地の使用収益に
ついては、河川法の適用を受け
るものであり、その利用条件に
関する提案については、当該法
律を所管する国土交通省にお
いて検討されるべき問題と考え
る。

その他

管理コード

z0700001

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、 (1)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。
財務省

国土交通省、 (2)中小企業に国有河川敷地を解放し、
z0700002
社会保障財源の収益効果を高める。
財務省

z0700003

国土交通省、 (3)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。
財務省

要望
管理番号

5004

5004

5004

要望事項
管理番号

50040001

50040002

50040003

1/21

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

要望
事項番号

1

2

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

その他
（特記事項）

具体的事業の
実施内容

要望理由

利益の50%以上を社会福祉法人の経営す
る高齢者・障害者施設等の社会的弱者施
設に当てる事業者に対して、国有河川敷
地を100年間無償を含め安価で賃貸す
る。
目覚
ましい経済発展の中国制度を日本経済は
(1)中小企業に国有河川敷地を解放し、
すぐ活用出来る仕組みとして、中国は社
社会保障財源の収益効果を高める。
会主義で、土地の所有権は認めず100年
間、国が賃貸する為、道路や公共事業が
やりやすく短期間で大型プロジェクトを
実現出来る。
上記制度を国有河川敷地や国有林に当て
る

河川敷地・新幹線駅・高速道路・渡架橋
等の社会的財産を有効に利用し、地震・
洪水に強い強固な100年間建築保障構造
物を建設する事で22世紀の安全確保構造
物町づくりモデルとする。
(1)29年前（昭和50年）に開通した新幹
線小倉駅と博多駅の中間地点に仮称筑豊
駅の設置計画があるものを実現させる。
(2)上記(1)の同地横に九州高速道路が同
時期に開通している、その近隣地点にイ
ンターチェンジ設置計画があるものを実
現させる。
(3)上記
(1)(2)位置より中間市役所橋との中間位
置に鞍手町大字小牧と北九州市八幡西区
との渡架橋計画が上記同時期あったもの
を実現させる。
(4)新しい橋や駅の構造物を利用してカ
ジノやエンターテイメント・スポーツビ
ジネスを含むレジャー産業施設を作る。

(1)前回まで2回に渡っての構造改革特区
推進室への構造改革特区・地域再生提案
に対して、単なる財政措置を講ずるもの
であるとの回答に対して、反論の意見書
を別添資料の様に送っているが、その回
答がない中で内閣府担当が人事異動で替
わり、社会福祉施設に特化した住みたく
なる町づくり特区・地域再生の具体的提
案として全国規制改革民間開放提案とし
た一つの理由である。
(2)これらの事業に関して国及び地方公
共団体の事務事業であり又、補助金等に
おいても制限が行われ公的関与の強い市
場である。これらを一定の要件を満たし
た中小企業の起業家に対して、ベン
チャー支援の立場から民間に解放して欲
しい
(3)これらの
事業の地方公共団体は全額100%が税金で
行われる。私の提案は国より50%総事業
に対して助成して頂き後の50%は民間資
金（財投資金を捻出）を活用して行う
為、地方公共団体より財政削減が50%出
来る。

【別添資料】
文書番号
A051
A053
A059
A095
A096
A097
A098
A099
A102
A103
A107
A108
A109
A176
A177
A178
A179
A180
A181
A182
A183

※河川法・道路法・建築基準法・都市計
画法の弾力的運用とカジノ特別立法で、
(2)中小企業に国有河川敷地を解放し、
昨年の11月・本年6月に応募している社
社会保障財源の収益効果を高める。
会福祉施設に特化した住みたくなる町づ
くり特区・地域再生構想の実現を図る

(1)強い地域を作る社会福祉施設に特化
した住みたくなる町づくりで国内的地域
間競争や国家間の観光都市競争に得意業
で勝てる強い地域にする
(2)地域特化自然と言う美しい財産と勤
勉な労働力を生かし少子高齢化・グロー
バル化に対応した事業で経済の活性化を
行う
(3)歴史的発
想の転換あらゆる価値観や歴史観・人種
に関係なく話し合いで知恵・情報資金・
土地・労働を出し合って美しい自然と日
本の伝統文化を生かした町並みにする
為、建築協定や特区規約を作り、地域の
伝統とアイデアを発信する
(4)経済の循環性意識改革・個人資産を
半分以上持っている高齢者の現金や土地
を持っている裕福層の人々がカジノで現
金を使い遊び、分譲する、バリアフリー
マンションの住宅を購入したり、賃貸で
収入を得る事が社会貢献になる事をPRし
積極的に推進する

地球環境の汚染からか？最近の異常気候
を考えれば集中豪雨（水害）地震と数多
く発生し地域の安全・安心が懸念され
る。人類が少なくとも永河期より生きて
きた一万年後は最低でも生きれる様に後
生に残す事が平和な現世を生きてきた
人々の責任と義務ではなかろうかと思え
る。
その観点より、人類
が最初に集落を形成したとされる河川地
域を現代日本建築・土木最先端技術を発
揮し、100年間安全・安心を保証した構
造物を作り22世紀をにらんだ町づくりの
モデルとする。

【別添資料】
文書番号
A130
A163
A167
A177

〔地方自治体事業を民間事業者に開放〕
29年前（昭和50年）に開通している新幹
線や高速道路・遠賀川河川敷地という社
会的財産を有効に利用して新幹線新駅仮
称筑豊駅・高速道路インターチェンジ・
新しい渡架橋を作る構造物を利用してカ
(3)中小企業に国有河川敷地を解放し、
ジノやエンターテイメント・スポーツビ
社会保障財源の収益効果を高める。
ジネス施設を河川敷地内周辺に作り、日
本一の石炭産業として栄えた産炭地の地
域再生地域に認定して頂き、中小企業が
社会保証財源を自主的確保する。
社会的使命と経営能力を併せ持つビジネ
スモデル事業者の認定を頂きたい。

(1)〔単純なる慈善事業では経済改革・
雇用創出は出来ない〕
社会的弱者の福祉を充実させる資金財源
は社会的強者と言われる者の福祉カジノ
やエンターテイメント・スポーツビジネ
ス等の経済活動における利益の一部納付
を義務付け民間が主導的に運営する
(2)〔農業の発想転換（構造改革）を実
行する〕
河
川敷地遊休地・休耕田を利用して、高齢
者の健康増進の一つとして無農薬・有機
法で環境を考えた安全・高付加価値商品
を限定産出する仕組みを作り、農業のグ
ローバル化に対応する。
(3)〔都市と地方のインフラ整備の格差
を是正する〕
自然
と近代（構造物）の共生する町づくりを
行う手段として遅れた下水道整備・農水
路整備を早期に実現させる
(4)〔新規事業者育成〕
国や地方自治体と不公平な競争条件で競
争しなければならない事業を一定の要件
を満たした、中小企業の新規事業者に対
して官制市場を開放する

(1)民間事業者がいい計画を立案したと
しても地方公共団体が策定した都市計画
に受付られなかった場合は実現する可能
性が低い
①構造改革
は現状を改善する事であり総論賛成各論
になると既得権益に対して抵抗がある
為、地方自治体においては、構造改革に
対する理解がある所以外、新提案は受け
付けられ得る事が少ない
②現実問題として、平成元年より私は前
鞍手町町長より当計画原案を聞かされ平
成元年から2年に掛けて当時の建設省道
路課長と50〜70時間PFI事業における民
間活力を利用する事で肥大化した財政を
削減する事の議論と陳情を行った

【別添資料】
文書番号
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A180

「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

地方公共団体等が普通財産を
国有財産法第22 公共性のある一定の用途に供
条
する場合には、無償貸付けがで
きる。

財政融資資金の貸し付け対象
は、国・地方公共団体及び特別
財政融資資金法 の法律により設立された法人で
民間出資のないものに限られて
いる。

「資本取引の状
況に関する特別
の報告」は、外為
法第55条の8の
規定に基づく命
令の規定により
報告者を指定
し、報告者に対し
個別通知により
報告を求めてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

ｆ

報告
先・報
告様
式の
一本
化につ
いては
ｃ

「資本取引の状況に関する特別
の報告」は、外為法に基づく資
産凍結等の実施状況を把握す
るため求めており、報告事項に
ついては、資産凍結対象者から
の預り金残高及び信託残高に
限定している。なお、電磁的方 電磁
法(インターネット)による報告は 的方
既に可能である。
法によ
る報告
につい
てはｅ

-

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について
（H16.9.21内閣府規制改革・民
間開放推進室公表）において、
「単に税財源措置の優遇を求め
るものは、要望の対象といたし
ません」とされており、提案内容
が国有財産の無償貸付を求め
るものであれば、従来型の財政
措置に該当するため、検討要請
の対象とはなり得ない。
なお、河川敷地の使用収益に
ついては、河川法の適用を受け
るものであり、その利用条件に
関する提案については、当該法
律を所管する国土交通省にお
いて検討されるべき問題と考え
る。

その他

管理コード

z0700004

-

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について（Ｈ16．
9．21内閣府規制改革・民間開
放推進室公表）において「単に
税財源措置の優遇を求めるも
のは、要望の対象といたしませ
ん」とされており、財政融資資金
の貸し付けは、従来型の財政措
置に該当するため、検討要請の
対象とはなり得ない。

z0700005

-

要望のあった報告と届出は、下
記のとおり、利用目的や徴求内
容が異なることから、一本化を
図ることは困難であるが、このう
ち「資本取引の状況に関する特
別の報告」については、電磁的
方法（インターネット）による報告
が平成15年3月より可能となって
おり、要望は満たされている｡
なお、「資本取引の状況に関す
る特別の報告」は、資産凍結等
の実施状況を把握するため、タ
リバーン関係者等からの預り金
残高及び信託残高の状況を徴
求しており、他方、「タリバーン
関係者等と関連すると疑われる
取引の届出」は、組織的犯罪処
罰法に基づく届出義務の履行を
促すため、タリバーン関係者等
との取引の有無を調査の上、調
査結果につき届出させており、
そもそも利用目的や徴求内容が
異なる。

z0700006

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、 (4)中小企業に国有河川敷地を解放し、
社会保障財源の収益効果を高める。
財務省

要望
管理番号

5004

要望事項
管理番号

50040004

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

要望
事項番号

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

世界一（ギネスブック）の世界遺産・日
本建築コピーイメージで河川施設を作り
観光立国のシンボルにする（厳島寺社を
イメージ）
①生命
や財産を洪水から守る為に河川の改修事
業の一つとして強固な構造物を同時に作
る事で川と水を安全に流す事業が効果
的・効率的に出来る
(4)中小企業に国有河川敷地を解放し、
②新しい橋を作る場合（遠賀川大橋（中
社会保障財源の収益効果を高める。
間市役所前））長さ327mの場合、全体事
業費60億円、橋本体のみ46億円→（旧渡
架橋撤去費）の費用を有効に使用する事
で全体事業費の効率を高める
③介護・医療・教育・環境・農業とレ
ジャー産業の一体的町づくり事業で地域
再生・雇用の確保を図り、少子高齢化社
会とグローバル社会に対応する

①新渡架橋（鞍手と北九州八幡西区を結
ぶ地点）を利用して日本の世界的遺産・
神社・寺院をイメージした強大建築物コ
ピー内にカジノ・エンターテイメントビ
ジネスを行う
②新幹線
駅・インターチェンジより新渡架橋（カ
ジノ・エンターテイメント）までの間の
河川敷地内をスポーツビジネス・家畜
園・高齢者の健康増進用有機農園に利用
する
③ス
ポーツビジネス施設は多目的施設にする
（野球・サッカー・バスケット・バ
レー・ラグビー・格闘スポーツ等）その
周辺には保育園・医療機関・法政大学の
通信学部スタジオ教育施設・高齢者・優
良賃貸住宅・分譲住宅等の総合町づくり
施設にする事で交通やその他機能の利便
性・安全性・効率性を高める

①各省庁・各地方自治体の権益に対する
抵抗はすざましいものである。私は平成
元年より行政改革の必要性を訴えている
為か社会福祉法人を取得するまで13年と
2億円の資金を使った為、老人デイサー
ビスセンターのみしか開設出来なかった
②平成8年〜10年当時通産省・経済産業
政策局地域振興係長は「行政の費用で調
査・研究を行わなければならない事を本
当に貴男がレポート通り実施してきたた
と言う事が事実であれば法律を作る」と
言って頂き、社会福祉法人認可を平成13
年9月取得するアドバイスを頂き感謝を
している
③平成8年〜平成13年にかけてPFI事業で
の社会福祉施設集積所計画書を鞍手町へ
提出したが財政難の為、負担金を助成す
る事が出来ないので受け付ける事が出来
ないと言われた
④平成14年9月から総理大臣目安箱へ行
政・特殊法人の不作為や契約違反の実態
をレポートする（24ヶ月間でA4・2500
ページ）

【別添資料】
文書番号
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A049
A050

(1)国有河川敷地・新幹線新駅・高速道
路インターチェンジ新渡架橋・風力発電
施設・介護施設等の調査・設計等に事務
経費がかかる。これらの費用に関して助
成金が出るまで財投資金を1ヶ月以内で
使用出来る様に認定して欲しい
(2)東京都荒川区南千住7丁目23−18メゾ
ンエクレーレ南千住マンションを特別養
護老人ホーム・デイサービスセンターへ
大規模改装・改造計画実現の調査費に財
投資金活用を認定して欲しい
(3)福岡県福岡市東区箱崎1丁目15-23ホ
ワイトパレス箱崎
①特別養護老
人ホーム
②デイサービス
センター
③保育所（児童
館）への大規模用途変更・改装計画実現
での財投資金活用を認めて欲しい

別途資料通り内閣府PFI担当へ平成13年5
月に計画書提出してから3年と5ヶ月
（41ヶ月）内閣府広報室へレポートを送
付してから2年余り資金が止められてい
る
(2)各債権者よ
り三つの民事裁判で債務不履行の訴訟の
被告人であり、今までは私個人資産を売
却して、金融機関の借入れや債権者の支
払いを今年の9月14日まで行ってきたが
個人資産を全部使用してしまい9月15日
から債務返済が出来なくなった
(3)政府系金融機関や民間金融機関は助
成金が出る認定を早めてもらい確認され
れば融資を開始するとの回答
・上記の理由から助成金が16年予算より
出来る事を竹中大臣が8月にTV各局で表
明されている別枠予算の認定を早め実現
して頂きたい。

【別添資料】
文書番号
A133
A134
A141
A143
A146
A149
1−6

財投資金の活用を一定要件を満たした
中小起業家に直接民間銀行を通して活
用出来る様にする。

5004

50040012

11

社会福祉法人 鞍手会
ｹｲ・ﾃｨ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱
(有) か じ と
梶栗俊郎

12

①政府系銀行か
らも助成金を受ける事業に関しては、利
率等も同条件で借入れが出来る様にして
欲しい（時間の削減）
財投資金の活用を一定要件を満たした
②債券発行や貸し出しに関して、地方公
中小起業家に直接民間銀行を通して活
共団体との要件を同様にして、行政との
用出来る様にする。
競争条件を同じにして欲しい
③民間でやれる事業は民間で行い、透明
性の確保から効率や効果を上げ、行政
サービスのさらなる向上を求める

金融庁、財務 タリバーン関係者等の取引調査報告の
一本化・電子化
省

5007

50070029

11

社団法人第二地方銀行協会

29

報告先・報告様式を一本化するか、電磁
タリバーン関係者等の取引調査報告の
的方法（インターネット）による報告を
一本化・電子化
可能にする。

財務省
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その他
（特記事項）

具体的事業の
実施内容

財務省に対する「資本取引の状況に関す
る特別の報告」と金融庁に対する「タリ
バーン関係者等と関連すると疑われる取
引の届出」がほぼ同じ内容になってい
る。これを一本化することにより、事務
の軽減になる。

「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

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

ｆ

酒税の保全及び
みりん等の専ら料理用に限定し
酒類業組合等に
て消費されている酒類について
関する法律第86
は、他の酒類と別の陳列棚等に
条の６
陳列され、かつ、当該陳列棚等
に陳列されているみりん等の陳
未成年者の飲酒
列箇所に「陳列されている商品
防止に関する表
がみりん等である」旨又は「みり
示基準（平成元
ん」等の文言の表示が明りょう
年国税庁告示第
に行われている場合には、「酒
９号）の４
類の売場である」又は「酒類の
陳列場所である」旨及び「未成
酒税法及び酒類
年者の飲酒は法律で禁止され
行政関係等解釈
ている」旨表示を行わないことと
通達第８篇第１
して差し支えないこととしてい
章第８６条の６関
る。
係４

ｅ

-

措置の概要
（対応策）

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

-

みりん等の専ら料理用に限定し
て消費されている酒類について
は、他の酒類と別の陳列棚等に
陳列され、かつ、当該陳列棚等
に陳列されているみりん等の陳
列箇所に「陳列されている商品
がみりん等である」旨又は「みり
ん」等の文言の表示が明りょう
に行われている場合には、「酒
類の売場である」又は「酒類の
陳列場所である」旨及び「未成
年者の飲酒は法律で禁止され
ている」旨表示を行わないことと
して差し支えないこととしてい
る。したがって、みりんを陳列し
ている箇所に「みりん」と表示さ
れていれば、「これはお酒です」
との表示は不要である。

その他

管理コード

z0700007

z0700008

z0700009

制度の
所管官庁

財務省

項目

租税条約に関する届出の簡素化

財務省（外務 租税条約に関する親子会社間の融資
等に関わる利子の源泉徴収免除
省）

財務省

「みりん」について販売上の表示義務対
象からの除外

要望
管理番号

5008

5008

5036

要望事項
管理番号

50080001

50080002

50360011
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

企業の資金調達の円滑化に関
する協議会
(略称:企業財務協議会)
http://www.enkt.org/

企業の資金調達の円滑化に関
する協議会
(略称:企業財務協議会)
http://www.enkt.org/

（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

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

租税条約に関する届出の簡素化

① 米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、
およそ30年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に
対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」が平成16年
3月30日をもって発効し、源泉徴収される租税については、7
月1日以後の課税分に適用されている。
② 今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、
OECD条約モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済
関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、投資
所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに、条約
濫用による租税回避の防止規定を設けるなど、今までの条約
やこれまでの我が国の租税条約にない新しい規定が盛り込ま
れた。
③ しかしながら、特に使用料については一律源泉地国免税
との趣旨ではあるが、実際に税の免除を受けようとする場合
には、税務署に一連の租税条約に関する届出書を提出する必
要があり、その提出書類も旧条約下で税の軽減を受ける場合
よりもより煩雑なものとなっている。これら書類整備や手続
き等のため、契約から使用料の支払いまでに2〜3ヵ月以上を
要する場合も有る。これらのタイムラグはビジネス上の大き
な制約であり改善が求められる。
④ 具体的には、「租税条約に関する届出書（様式3）」に
ついては、現在、使用料の支払いをする前日までにその支払
者の所轄税務署長に提出することになっているが、日米の関
係者双方による書類作成およびデリバリーに通常2〜3週間程
度を要することから、今回の迅速な投資・技術導入のために
整備された条約の趣旨に鑑み、せめて送金後、速やかに提出
することで可とする方向で見直しが必要である。
⑤ また、「特典条約に関する付表（様式17）」について
は、これに居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書
を添付のうえ、上記の様式3と合わせて、使用料の支払いを
する前日までにその支払者の所轄税務署長に提出することに
なっているが、居住者証明書の取得には通常2〜3ヶ月程度を
要することから、上記同様条約の趣旨に鑑み、せめて送金
後、居住者証明書を居住地国の権限ある当局から受領後速や
かに提出することで可とする方向で見直しが必要である。
⑥ さらに、上記様式17に添付する居住地国の権限ある当局
が発行した居住者証明書については、これを原本でなくては
ならないとされているが、これも上記同様条約の趣旨に鑑
み、せめて原本の写しで可とする方向で見直しが必要であ
る。
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日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」が平成16年
3月30日をもって発効し、源泉徴収される租税については、7
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租税条約に関する親子会社間の融資
等に関わる利子の源泉徴収免除

① 米国との投資交流を税制面から支援するという目的で、
およそ30年ぶりに日米租税条約の改正が実施され、「所得に
対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための
日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」が平成16年
3月30日をもって発効し、源泉徴収される租税については、7
月1日以後の課税分に適用されている。
② 今回の新条約は、今までの条約の内容を全面的に改め、
OECD条約モデルを基本としつつも、日本と米国の緊密な経済
関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図るため、投資
所得に対する源泉地国課税を大幅に軽減するとともに、条約
濫用による租税回避の防止規定を設けるなど、今までの条約
やこれまでの我が国の租税条約にない新しい規定が盛り込ま
れた。すなわち、新条約においては、日米間の配当、利子及
び使用料の支払における源泉地国課税（源泉徴収税率）が大
幅に引き下げられ、特に使用料、一定の親子間配当、及び、
一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税となっ
た。
③ しかしながら、一般事業会社である日本法人が米国に子
会社を設立した場合など、相互に企業グループキャッシュマ
ネジメントのオペレーションの一環として親子会社間で融資
を行った際の利子については、今回の条約改正において源泉
徴収免除となっていない。
一方で、親子間の配当に関する利子や、国債への投資に関
する利子や金融機関に関わる債券の利子については源泉徴収
免除となっていることとの比較においても、著しく不利な条
件となっている。
これらはわが国企業のビジネス上の大きな制約であり、改善
が求められる。（米国が他の主要先進国と結んでいる租税条
約では、利子は相互主義により原則源泉地国免税の取扱いと
なっている。日米間で利子の源泉課税があることにより、米
国において活動する欧州グループ企業に比して、日本のグ
ループ企業は親子間の金融取引・キャッシュマネジメントオ
ペレーションにおいて競争上、依然として不利な立場に置か
れている。）
今回、日本と米国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投
資交流の促進を図るため、また迅速な投資・技術導入のため
に整備された条約の趣旨に鑑み、さらに円滑なクロスボー
ダーペイメントを可能とするためにもこうした不均衡は見直
しが必要である。
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③ しかしながら、一般事業会社である日本法人が米国に子
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現在、みりんは酒税法上の酒類として分
類され、販売場所においても他の食品と
は違った「これはお酒です」の表示が義
みりんの売場における「これはお酒で
「みりん」について販売上の表示義務対 務付けられています。
徴税対象の酒類であることは当然として す」の表示からの除外
象からの除外
も用途が調味料であることからこうした
表示義務の対象から除外していただくこ
とを要望します。

1

みりんは大多数が調味料として認識さ
れ、アルコール分が含まれていることは
知られていますが、生活者感覚では「調
味料」として認識されています。
したがって、未成年の飲酒防止や健康管
理の側面からも飲酒は考えにくく、こう
した表示で注意を喚起すべき対象ではな
いと考えます。

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

（制度 （制度
人事院からの通知を受け、募集
官庁 官庁
（制度官庁にお にあたってはハローワーク等を
におい におい
いて記入）
通じ適切な公募の方法により
て記 て記
行っている。
入）
入）

酒税法第10条第
11号、第１１条
酒税法及び酒類
行政関係等解釈
通達第10条第11
号関係、第11条
１項関係

大型店舗酒類小売業免許に
ついては、地域中小酒類小売業
者の経営に与える急激な影響
の緩和のための措置として、免
許後３年間に販売する酒類を国
産の清酒（ 500mlの容器入りの
リサイクル瓶詰品を除く）及び国
産ビール以外の酒類に限定して
いる。
また、通信販売の特殊性から
通信販売酒類小売業免許は、
酒類の需給関係に与える影響
を考慮し、販売できる酒類の範
囲について一般の酒販店で通
常購入することができない地
酒、輸入酒などに限定している
ほか、酒類の販売方法について
は、消費者を対象としてカタログ
等及び申込書等を使用して販売
のための誘引行為を行い、通信
手段により販売の申込みを受
け、配達により商品の引渡しを
行う小売販売に限ることとしてい
る。

酒税法第46条
酒税法施行令第
52条第2項、第3
項
酒類の販売業者は酒類の販
酒税法施行規則 売に関する事実（払い出した酒
第14条
類の数量、年月日等）を記帳し
酒税法及び酒類
なければならない。
行政関係法令等
解釈通達第46条
第1項関係4

b

d

措置の概要
（対応策）

（制度官庁において記入）

Ⅳ

大型店舗酒類小売業免許に
係る免許取得後３年間の販売
制限等の特例的措置について
は、酒類小売業者の経営の改
善等に関する緊急措置法（平成
15年法律第34号）の施行の状
況等を踏まえ、平成17年度末ま
でに結論を得ることとしている。
また、通信販売酒類小売業免
許における販売できる酒類の対
象品目の拡大についても、平成
17年度末までに結論を得ること
としている。
なお、商品の引渡しに関する
制限を撤廃するべきであるとい
う要望に関しては、一般酒類小
売業免許への条件緩和すること
により可能である。

-

酒類販売者に係る受払簿の記
帳義務については、酒税法及び
酒類行政関係法令等解釈通達
第46条第1項関係4の規定によ
り、現状においても酒類の販売
に関する取引情報を逐一記載
する必要はなく、小売販売につ
いては一定の要件のもとに、販
売した酒類の数量を３か月を超
えない期間中の合計数量により
一括して記帳しても差し支えな
いこととしている。

その他

管理コード

制度官庁において、業者登録制
度等を整備することになれば、 z0700010
それら制度の活用を検討。

z0700011

z0700012

制度の
所管官庁

全省庁

財務省

財務省

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

酒類小売業免許の制限の緩和

酒類販売における受払簿の記帳義務
の見直し【新規】

要望
管理番号

5044

5056

5056

要望事項
管理番号

50440016

50560064

50560065

4/21

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

(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

16

64

65

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

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。

酒類小売業免許の制限の緩和

酒類販売における受払簿の記帳義務
の見直し【新規】

具体的事業の
実施内容

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。

①大型店舗酒類小売業免許取得後、直ち
に国産ビール及び500ml以上の清酒を販
売できるようにするべきである。
②通信販売酒類小売業免許により販売で
きる酒類の制限を撤廃するとともに、宅
配便等による受け渡しに加え、小売店舗
における引取りを認めるなど、商品の引
渡しに関する制限を撤廃するべきであ
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、通信
販売酒類小売業免許の販売制限の緩和に
ついては、酒類小売業者の経営の改善等
に関する緊急措置法（平成15年法律第34
号）の施行状況等を踏まえ、平成17年ま
でに検討することとされた。また、「規
制改革・民間開放推進３か年計画」（平
成16年３月29日閣議決定）において、大
型店舗酒類小売業免許に係る免許取得後
３年間の販売制限等の特例措置について
は、平成17年度までに検討し、結論を得
ることとされた。これらの免許制限の緩
和について早期に結論を得て措置すべき
である。

大型店舗酒類小売業免
許を取得してから３年間
は国産ビール及び500ml
以上の清酒を販売するこ
とができない。通信販売
酒類小売業免許では商品
の引渡しが配達による引
渡しに制限されているほ
か、販売できる酒類は次
のものに制限されてい
る。
【通信販売により販売で
きる酒類】(1)国産酒
類。カタログ等の発行年
月日の属する会計年度
（4月から翌年3月までの
期間をいう。以下同
じ。）の前会計年度にお
ける酒類の種類ごと（品
目のある種類の酒類につ
いては、品目ごと）の課
税移出数量が、すべて
1,000ｋｌ未満である酒
類製造業者が製造、販売
する酒類のうち以下のも
の。イ 清酒は、特定名
称等（吟醸酒、純米酒、
本醸造酒、生酒、生貯蔵
酒、原酒、古酒及び特殊
な製法等により製造し
た、例えば樽酒、赤い
酒、貴醸酒をいう。）の
清酒のうち、前会計年度
における課税移出数量が
100ｋｌ未満の銘柄のも
の。ロ 清酒以外の酒類
は前会計年度における課

酒類販売者については受払簿の記帳義
務を見直すべきである。具体的には、酒
類の販売に関する取引情報を逐一記載す
るのではなく、前回申告時の在庫量と、
今回申告時の在庫量、その期間中の仕入
れ実績から販売量を算出することとし、
別途記帳することなく、そのデータをも
とに申告・納税できるようにすべきであ
る。

現状では受払簿の記帳に多大な労力が
必要となっている。電子的な記帳・保管
も可能であるが、国税庁にシステムに関
する詳細な説明した上で、審査に３ヶ月
近くかかることに加え、システムの導入
は個人商店等にとって過大な負担となる
ため、依然として手書きで記帳している
ケースも多い。酒類の取引情報を把握す
るには必ずしも受払簿を毎日記帳する必
要なく、たとえば発注・納入の状況と棚
卸在庫の差分を１ヶ月ごとに把握するこ
とで足りることから、受払簿の記帳義務
を見直し、事務負担の軽減を図るべきで
ある。

酒税法第46条におい
て、「酒類製造者、酒母
若しくはもろみの製造
者、酒類の販売業者又は
特例輸入者は、政令で定
めるところにより、製
造、貯蔵、販売(販売の
代理又は媒介を含む。以
下同じ。)又は保税地域
からの引取りに関する事
実を帳簿に記載しなけれ
ばならない」とされ、酒
類を販売するにあたって
は取引情報（払い出した
酒類の数量、及び、払い
出しの年月日）を受払簿
に記帳しなければならな
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

たばこ事業法第
22条、第23条
たばこ事業法施
行規則第20条
たばこ事業法施
行規則に基づき
財務大臣が定め
る事項１、２
製造たばこ小売
販売業許可等取
扱要領第２章第
一

国家公務員共済
組合法施行令（昭
和３３年６月３０日
政令第２０７号）
第８条 組合の業
務上の余裕金は、
次に掲げるものに
運用するものとす
る。
一 銀行その他財
務大臣の指定する
金融機関への預
金又は郵便貯金
二 信託会社（信
託業務を営む銀行
を含む。次項及び
第九条の三第一
項第二号において
同じ。)への金銭信
託で元本補てんの
契約があるもの
三 国債、地方債
その他財務省令で
定める有価証券

制度の現状

製造たばこの小売販売業を行
う場合には、法令により、営業
所ごとに財務大臣の許可を受け
なければならず（法第22条）、距
離基準については、法令によ
り、予定営業所と最寄の営業所
との距離が、予定営業所の所在
地の区分ごとに、25mから300m
までの範囲内で財務大臣が定
める距離に達しない場合は許可
しないこととしている（法第23
条、法施行規則第20条等）｡

共済組合の業務上の余裕金
については、国家公務員共済組
合法施行令（以下｢令」という。）
第８条に基づき運用を行ってい
る。
共済組合は組合員と使用者で
ある国等とが所要の保険料を分
担拠出し、組合員又はその被扶
養者の生活の安定と福祉の向
上を目的としていることから、業
務上の余裕金の運用について
は安全かつ効率的にしなけれ
ばならないとしており、令第８条
で具体的な運用方法を定めてい
るところ。

平成１４年４月より売掛債権担
保融資保証制度を利用する場
合における譲渡禁止特約の解
除を実施済。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

b

-

-

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

たばこ小売販売に係る規制に
ついては、財政制度等審議会の
「喫煙と健康の問題に関する中
間報告（平成14年10月10日）」に
おいて、「許可制、定価制につい
ては、未成年者喫煙防止等の
社会的要請や不正取引防止の
観点からも一定の役割を果たし
ており、枠組条約案においても
同様の考え方が示されているこ
とから、現時点で規制緩和の観
点から議論を進める状況には
至っていないと考える。」とされ
ている。
また、平成16年6月に我が国
は「たばこの規制に関する世界
保健機関枠組条約」を締結し、
同条約は平成17年2月末に発効
する予定であり、今後の締約国
会議における議論も踏まえてい
く必要がある。
従って、現時点でたばこ小売
販売の規制緩和の具体的な検
討を直ちに開始する状況にはな
いと考える。

国家公務員共済組合（以下、「組合」とい
う。）の業務上の余裕金の運用については、
事業の目的及び資金の性質に応じ、安全か
つ効率的にしなければならないこととされて
います。
今回ご要望の「元本補てんのない金銭信
託」を運用対象とすることについては、信託
財産の運用対象を金融機関への預金、郵便
貯金、元本補てん契約のある金銭信託、国
債、地方債等に限定することにより、組合の
負うリスクは、これらのものに直接運用する
場合と何ら変わらないことから、安全な運用
の観点からは、特に問題ないものと考えられ
ます。
また、要望理由においてご指摘のとおり、
直接運用することに代えて信託して運用する
こととした場合には組合の事務の省力化に
つながる場合もあるものと考えられます。
しかし、効率的な運用の観点からは、単に
事務の省力化につながるということだけでな
く、組合の事務の省力化により削減できる事
務コストと信託することにより新たに発生す
るコスト（信託手数料等）を比較した結果、
トータルで組合の事務コストの低減につなが
るなど、当該信託が、余裕金の効率的な運
用に資するものである必要があると考えてい
ます。
このような観点から各組合の意見も踏まえ
検討したところ、現在、組合において余裕金
の運用のために要している事務量はそれほ
ど多くはないことなどから、今回ご要望の「元
本補てんのない金銭信託」を運用対象に加
えたとしても、組合における事務コスト低減
などの余裕金の効率的な運用の観点からの
メリットも見込まれず、当該信託が各組合に
おいて活用されることは想定できないため、
措置の分類はｃ（全国規模で対応不可）とし
ています。

本年７月に経済産業省が実施し
た債権譲渡禁止特約の解除の
対象となる契約（リース契約等）
及び譲渡対象者（特定目的会
社、特定債権等譲受業者等）に
ついて、平成16年度中の実施に
向けて、そのリスク等の検討を
引き続き行う。

その他

管理コード

z0700013

制度の
所管官庁

財務省

項目

たばこ販売の免許取得に関する距離規
制の見直し

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560072

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

72

要望理由

その他
（特記事項）

たばこ小売販売に係る需給調整上の参
入規制となっている距離規制の見直しに
たばこ販売の免許取得に関する距離規
ついて、今後のスケジュールを明示し、
制の見直し
緩和に向けた具体的な検討を始めるべき
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、「た
ばこ小売販売に係る規制については、零
細小売販売業者への激変緩和、未成年者
の喫煙防止という社会的要請も考慮しつ
つ、中長期的にその在り方の検討を行な
う」とされているが、具体的な検討スケ
ジュールや内容については触れられてい
ない。
昭和60年の専売制廃止に伴い、零細小売
店への激変緩和措置として小売定価制を
導入してから既に20年近く経過している
ことも踏まえ、具体的な検討を直ちに開
始すべきである。

たばこ販売における免
許申請において、人的要
件や距離基準等の規制が
設けられており、基準を
満たさない場合の申請が
不可能となっている。

国家公務員共済組合法
施行令第８条第１項によ
り、国家公務員共済組合
の業務上の余裕金の運用
対象は、以下に限定され
ている。
①銀行その他財務大臣の
指定する金融機関への預
金又は郵便貯金
②信託会社（信託銀行を
含む）への金銭信託で元
本補てんの契約があるも
の
③国債、地方債その他財
務省令で定める有価証券

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。

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

z0700014

財務省

国家公務員共済組合の余裕金に係る
運用規制の緩和【新規】

5056

50560140

11

(社)日本経済団体連合会

140

国家公務員共済組合の余裕金に係る
運用規制の緩和【新規】

①②③を運用対象とする元本補てん契
約のない金銭信託についても、運用対象
とすべきである。

元本補てん契約のない金銭信託であっ
ても、信託財産の運用対象を金融機関へ
の預金、郵便貯金、元本補てん契約のあ
る金銭信託、国債、地方債等に限定する
ことにより、国家公務員共済組合の負う
リスクは、これらのものに直接運用する
場合と何ら変わらないものとなる。
また、例えば、債券を投資対象とする金
銭信託に運用する場合、国家公務員共済
組合が自ら債券投資を行う場合に生じる
利金・償還金の収受、再投資に伴う事務
等の全てを受託者たる信託会社・信託銀
行が行うことになることから、国家公務
員共済組合にとって事務の省力化にもつ
ながる。なお、地方公務員等共済組合法
においては、地方公務員等共済組合が元
本補てん契約のない金銭信託に運用する
ことを制限していない。

z0700015

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

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。
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該当法令等

制度の現状

平成１４年４月より売掛債権担
保融資保証制度を利用する場
合における譲渡禁止特約の解
除を実施済。

自動車保有関係手続は、自動
車の検査登録を受けるために、
自動車重量税法
運輸支局等の他、市役所等、警
第8条、第10条、
察署、都道府県税事務所等、そ
第10条の2
れぞれの行政機関に出向いて
手続を行う必要がある。

自動車保有関係手続は、自動
車の検査登録を受けるために、
自動車重量税法
運輸支局等の他、市役所等、警
第8条、第10条、
察署、都道府県税事務所等、そ
第10条の2
れぞれの行政機関に出向いて
手続を行う必要がある。

措置の 措置の
分類
内容

b

a

a

Ⅳ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

本年７月に経済産業省が実施し
た債権譲渡禁止特約の解除の
対象となる契約（リース契約等）
及び譲渡対象者（特定目的会
社、特定債権等譲受業者等）に
ついて、平成16年度中の実施に
向けて、そのリスク等の検討を
引き続き行う。

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動させるこ
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。
なお、軽自動車についてワン
ストップサービス化する際には、
軽自動車検査協会でワンストッ
プサービスに対応したシステム
を構築する必要がある。
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動させるこ
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。
なお、軽自動車についてワン
ストップサービス化する際には、
軽自動車検査協会でワンストッ
プサービスに対応したシステム
を構築する必要がある。

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

z0700015

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

要望主体名

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

5056

50560189

11

(社)日本経済団体連合会

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ

5086

50860035

省、警察庁
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11

社団法人リース事業協会

具体的事業の
実施内容

要望理由

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
サービスの対象拡大

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。

35

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。

省、警察庁

z0700016 財務省、総務 サービスの対象拡大

具体的
要望内容

34

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ
z0700016 財務省、総務 サービスの対象拡大

要望事項
（事項名）

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

船舶に外国貨物である船用油
（燃料油に限る。）を積込む場合
には、原則、都度、税関に申告
関税法第23条第
し、その承認を受けることとなっ
１項、関税法施
ているが、継続的に積み込む場
行令第21条の２
合において、１月の間に予定さ
第１項
れる積込みの明細が判明してい
る場合に限り、包括的に積込み
の申告を認めている。

・郵便物に対する関税の関税額
の確定については、賦課課税方
関税法第６条の
式としている。なお、郵便物は輸
２第1項第2号ロ、
出入申告及びその許可を要しな
第76条
い。

会計法２９条の１２は、電気、ガ
ス、水の供給電気通信役務の
提供について、①当該契約によ
り供給又は提供される物、役務
等の品質が時の経過により変
化せず、一定のものであること、
②あらかじめ債務の額が確定で
きないなどのために国庫債務負
担行為によりがたいものである
こと、などから長期継続契約と
することができることとしている。
本件は、経年により減価する可
能性のある機器の複数年度に
わたる提供であり、また、あらか
じめ債務の額が確定されている
ものであることから、長期継続
契約の対象とはしていない。

措置の 措置の
分類
内容

b

f

d

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

現行の外貨船用品油に係る包
括的な積込承認手続について
は、関係団体からの要望を受
け、導入された制度であるが、
１ヶ月間に予定されている積込
みの明細を包括申請時に確定
できないとの理由により、現在、
この制度はほとんど利用されて
いないことから、包括申請に係
る制度の改善の検討を平成１６
年度末を目途に実施している。

-

外国郵便物は、万国郵便条約
及び郵便法等に基づき同条約
に規定する郵政庁によって、本
邦と外国との間で運送され、配
達されるまでその管理に属する
ものであり、かつ、条約上配達さ
れるまでは差出人に属すること
とされている。また、差出人から
一方的に名宛人に対して発送さ
れ、結果として名宛人が受け取
るというものも少なくなく、この場
合には輸入しようとする者がい
ないこととなるものであり、この
ような場合には、名宛人に輸入
（引取）申告を行わせることは適
当でなく、従って、納税について
も自主申告にはなじまないた
め、賦課課税方式によるものと
されている。

-

１．「行政効率化推進計画」（平成16
年6月15日行政効率化関係省庁連
絡会議とりまとめ）において、「コ
ピー機、パソコン等の物品につい
て、購入する場合や単年度賃貸借
を行う場合と比較して複数年度の
リース契約を行うことに合理性が認
められる場合には、国庫債務負担
行為による複数年契約によることと
する。」として、国庫債務負担行為
の活用について各府省に共通する
主要な取組みの一つとした。
２．さらに、「平成17年度予算の概
算要求に当たっての基本的な方針
について」（平成16年7月30日閣議
了解）において、「行政効率化推進
計画」を着実に推進することとした。
３．平成16年度予算に盛り込んだ
物品の賃貸借に係る国庫債務負担
行為については、現在、各省庁に
おいて予算の執行が行われている
段階であるが、上記のように、平成
17年度予算において国庫債務負担
行為の活用の更なる拡大が図られ
るよう、より積極的に趣旨の徹底を
図ったところ。
４．なお、各府省は定期的に各府省
別行政効率化推進計画の取組み
の実績を明示することとされてい
る。

その他

管理コード

z0700019

z0700020

制度の
所管官庁

財務省

財務省

項目

保税舶用重油の包括申請に関する運
用の緩和

郵便物（信書以外）の輸出入通関に関
する優遇措置の根拠の明確化【新規】

財務省、総務
行政機関における長期継続契約として
省
z0700021
のリース契約の容認

要望
管理番号

5056

5056

5056

要望事項
管理番号

50560204

50560263

50560264
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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

204

263

264

要望事項
（事項名）

保税舶用重油の包括申請に関する運
用の緩和

具体的
要望内容

舶用重油に限定して、包括申請の条件
を緩和すべきである。
現行どおりの事前申請の場合でも、申
請内容（数量、船名等）の仮申請を行
い、事後に実績修正を入れることを認め
るなど、運用の柔軟性を高めるべきであ
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

平成16年３月の「規制改革・民間開放
推進３か年計画」では、本件に関し、平
成16年中に検討・結論を得て措置するこ
ととなっており、以下の点を踏まえて、
早急に対応すべきである。
実際の運用においては、包括事前申請
制度を活用できないため、１回毎の申請
が必要となっており、結局、申請作業を
毎日しなければならない。その都度作業
を行なう事は非常に非効率であると同時
に、事務的なコストもかさむ。
保税舶用重油販売については、国際協
力が経済的、運用的にも重要であるが、
特に海外市場との比較を強いられる日本
の現状は、その点国際的に劣後してい
る。

保税舶用重油の税関申
請については、１ヶ月単
位での包括申請が認めら
れているが、運用上で
は、出荷明細が出荷日の
１週間程度前に確定する
ため、結局１回毎の申請
とならざるを得ず、包括
申請そのものが運用上利
用できていない。

郵便物（信書以外）の輸出入通関に関
郵便物に賦課課税方式を認めている理
する優遇措置の根拠の明確化【新規】 由を明らかにすべきである。

郵便物に対する関税
は、その特殊性を考慮し
て、賦課課税方式（納付
すべき税額が専ら税関長
の処分により確定する方
式）によるものとされて
いる。他方、一般の貨物
は、申告納税方式（納付
すべき税額又は当該税額
がないことが納税義務者
のする申告により確定す
る方式）となっている。
この結果、輸出され、又
は輸入される信書を除く
公社が取扱う信書を除く郵便物には簡 国際郵便物は、一般貨物
易な通関が認められる一方、民間事業者 と異なり輸出及び輸入申
のメール便、小包には簡易な通関が認め 告を必要とせずに通関す
ることが認められてい
られない理由が明確でないため。
る。税関長は、輸出さ
れ、又は輸入される郵便
物中にある信書以外の物
について、日本郵政公社
（以下「公社」とい
う。）の職員の立会のも
とで、税関職員に必要な
検査をさせるものとされ
ているが、現場では、税
関職員が当該貨物に貼付
してある税関告知書等に
記載された金額を見て任
意に課税を行っているの
が現状である。

国の行政機関においても、地方公共団
体と同様に長期継続契約の対象にリース
契約を含めるべきである。
行政機関における長期継続契約として
また、地方公共団体については、長期
のリース契約の容認
継続契約の対象としてOA機器のリース契
約のほか、自動車、医療機器などのリー
ス契約を含めるよう検討すべきである。

本年６月の規制改革集中受付月間にお
ける財務省の回答から、国庫債務負担行
為としてのリース契約の積極的な活用が
周知徹底されていることは評価できる。
こうした政府の取組みをさらに進め、地
方公共団体と同様に長期継続契約の対象
としてリース契約を含めることを検討
し、早期に措置すべきである。
また、本年５月26日に公布された改正
地方自治法によって、リース契約が長期
継続契約の対象にされることとなった
が、具体的なリース契約の対象について
は、政令で定められることになってい
る。政令の策定にあたっては、OA機器に
加え、自動車、医療機器など、対象とな
る物品を幅広く認めるよう求めたい。

国の行政機関がOA機器
等の物品や自動車のリー
ス契約をする場合には、
予め予算を以って債務負
担行為として定めておか
なければならない。
また、地方公共団体が
長期継続契約として締結
できるリース契約の対象
は、本年11月を目途に公
布される政令で定めるこ
ととされている。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令等

制度の現状

租税特別措置法
第86条第1項、租
税特別措置法施
行令第45条の４
第1項、外国公館
等に対する課税
資産の譲渡等に
係る消費税の免
除の取扱いにつ
いて（法令解釈
通達）３、４

外国公館等に対する免税制度
は、国内における課税資産の譲
渡等（消費税の課税対象）であ
るにもかかわらず、外交上の相
互条件に基づき特例として租税
特別措置法に規定されている制
度である。
したがって、その取引が租税
特別措置法に規定する免税取
引であることを明らかにするた
めに法令により一定の書類の作
成、保存等が義務付けられてお
り、各店舗それぞれが手続内容
を理解して、外交上の相互条件
の範囲内において外国公館等
との免税での取引を円滑に行え
る必要がある。
また、消費税を免税で取引し
ようとする事業者は、必然的に
消費税の課税事業者でなけれ
ばならない（そもそも免税事業
者はその取引に課される消費税
が存在しない。）。したがって、免
税店舗の指定を受けようとする
者については課税事業者である
か否かの確認等の必要がある
ので、事業者からの申請により
各店舗ごとに指定を行ってい
る。

①関税法基本通
達67-2-7（旅具
通関扱いする輸
出貨物）、同通達
67-2-2（旅具通
関扱いをする貨
物の輸出申告）
②道路運送車両
法第15条の２及
び第16条、関税
法第６７条（輸出
又は輸入の許
可）及び第70条
（証明又は確認）
③関税法基本通
達67−１−20（輸
出貨物のコンテ
ナー扱い）

印紙税法第11
条、印紙税法施
行令第10条、印
紙税法施行規則
第4条、同別表第
五、印紙税法基
本通達（法令解
釈通達）第78条

①税関においては、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に参画し、盗難自
動車の不正輸出防止対策に取り組んでいる
ところである。
旅具通関制度においては、本邦から出国
する旅客又は船舶若しくは航空機の乗組員
（以下、「旅客等」という。）が携帯して輸出す
る自動車については一人３台まで、３台を超
える場合は総価額が３０万円程度以下のも
のに限り旅具通関を認めている（これを超え
た場合には一般の輸出手続が必要）。
しかし、旅客等が携帯して輸出する自動車
については、他の旅具通関とは異なり口頭
申告を認めず、「輸出・輸入託送品（携帯品・
別送品）申告書」２通を提出することにより申
告させ、輸出を許可したときには１通を許可
書として申告者に交付している。

措置の 措置の
分類
内容

c

-

本年６月の規制改革集中受付
月間に対する外務省の回答で
は｢外国公館等に対する情報提
供が確保されるのであれば、外
務省としては問題ないと考える｣
として外国公館等への情報提供
という面についての回答とそれ
以外の部分については財務省
の考え方が重要であると、税の
執行面等からの意見を踏まえる
べきであるとしている。
要望者は外務省の回答の｢外
国公館等への情報提供という面
からは問題ない｣とする一面を
捉え再検討を要望されている
が、６月の当庁からの回答のと
おり、免税店舗としての指定に
当たっては、その店舗が外国公
館等の利便に資するものである
かどうかなどの判断が必要であ
ることから、店舗別に申請を
行っていただく必要がある。
なお、その回答にもあるとお
り、現在でも、同一の事業者が
複数の店舗の指定を受けようと
する場合には一度の申請により
一括で免税店舗として指定を行
うなど、すでに手続面の簡素化
を図っている。

その他

管理コード

z0700022

制度の
所管官庁

項目

財務省、外務 消費税免税指定店舗申請の簡素化【新
規】
省

要望
管理番号

5056

要望事項
管理番号

50560270

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

270

要望事項
（事項名）

①b

①Ⅳ

②d

②-

③d

③-

②税関においては、盗難自動車の不正輸出を阻止するた
め、抹消登録証明書の提出を求めるとともに、警察からの
盗難自動車等に係る情報及び国土交通省からの自動車登
録情報等を活用し、必要に応じて輸出される中古自動車等
の現物検査を行うことにより、提示された証明書に記載され
た車台番号と中古自動車に刻印された車台番号の対査確
認を行っている。
また、平成１4年７月に不正輸出防止のため道路運送車両
法が改正されており、遅くとも平成17年７月から実施される
予定である。同法によれば、中古自動車を輸出する場合に
は、輸出抹消仮登録証明書の原本の提示が義務付けられ
ることとなり、税関は輸出申告に係る審査・検査の際に、こ
の証明書の有無を確認することにより、盗難自動車の不正
輸出の取締りを強化していくこととしている。
税関は、テロ対策、社会悪物品の水際取締り等他にも多く
の業務がある中、盗難車の取締りを可能な限り積極的に
行っているものであり、それを超えて一定基準以上のチェッ
クを制度化することは困難である。

①f
②e
③d

-

１ 要望者は「微小な文言修正時には修正
申告を不要として欲しい。」としているが、当
該要望は税制上の措置に当たり、税制は規
制の対象外であることから、検討要請事項
の対象とはなり得ない。
２ 要望者は「枠線の丸みを禁止する条項な
どを撤廃して欲しい。」としているが、これに
当たる規定は存在せず事実誤認であると考
えられる。なお、承認を受けた者は、課税文
書に印紙税法施行規則別表第５に規定され
ている書式の表示をしなければならない旨
規定されているところであり、これに基づき
当該書式の表示を行うよう指導しているとこ
ろである。
３ 要望者は「修正申告に対する承認及び適
用開始までに要する時間を短縮して欲し
い。」としているが（「修正申告」については
「修正様式に係る承認申請」と解釈）、新規
の承認申請及び様式を変更した際の承認申
請のいずれの場合も、承認事務に要する必
要最低限の時間で迅速かつ的確な対応に
配慮しているところであり、現行制度で対応
可能である。
なお、あらかじめ書式の変更が想定される
場合などは、事前に相談をいただくなどによ
り、更に迅速な対応に結びつくことも考えら
れる。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

本年６月の規制改革集中受付月間にお
いて財務省は、同一の事業者が複数の店
舗の申請を行う場合には、一枚の申請書
に指定を受けようとする店舗を列記等す
ることにより一括で指定を行い、手続面
の簡素化に配慮していると回答してい
る。
その一方、外務省の回答では、現在の手
続により確保できている各国公館が求め
る各指定店舗のカテゴリー、名称、住所
と連絡先の情報が会社全体として認定を
受けた後に当該会社の店舗を別途届出る
ことでも確保され、かつ、それが手続の
簡素化になるのであれば、申請手続上、
問題がないという見解が示されている。
財務省としても外務省の見解を踏まえ、
再度、手続の簡素化に向けた検討を行う
べきである。

外国公館等との免税取
引を行うにあたり、事業
者は店舗ごとに「外国公
館等に対する消費税免税
指定店舗申請書」を外務
省に提出し、認定を受け
なければならない。

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。

（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。

z0700023

財務省

盗難自動車対策の強化

5060

50600006

11

（社）日本損害保険協会

6

盗難自動車対策の強化

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。
①盗難自動車の海外不正流出防止のため
の旅具通関対象の制限（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）の早期実施と実施に向けたスケ
ジュールの明確化
②通関における中古車チェックの強化
（盗難多発車を中心とした、抹消登録証
明書記載の車台番号と中古自動車に刻印
された車台番号の照合）
③コンテナー詰込み時における公認検数
検定機関による確認の徹底（公認検数検
定機関による品名・数量確認、施封の徹
底）

z0700024

財務省

印紙税書式納付に係る申告要件の緩
和等

5060

50600018

11

（社）日本損害保険協会

18

印紙税書式納付に係る申告要件の緩
和等

現行規制においては、書式納付の申告・
①微小な文言修正時には修正申告を不要
承認要件が極めて厳格に定められている
として欲しい。
②枠線の丸みを禁止する条項などを撤廃 保険証券レイアウト変更時の改定ロード ため、実質的な内容変更を伴わない保険
削減、及び改定期間の確保が図られる. 証券レイアウトの些少の変更等であって
して欲しい。
も修正申告を要し、事業者において改定
③修正申告に対する承認及び適用開始ま
ロードと時間を要している。
でに要する時間を短縮して欲しい。

③盗難自動車を含め、不正輸出を防止する観点から、輸出
貨物のコンテナー扱いに際しては過去に関税法等の違反や
税関の審査・検査により法令の規定に従っていない者を適
用対象外とするとともに、輸出申告時に必要な検査を行って
いる。
また、公認検数検定機関がコンテナー内の貨物の品名、
数量、記号等税関が通関審査上必要と認める事項の確認
及び施封を行い、確認した内容を証明した場合には、税関
における審査・検査の参考とすることとしているところであ
る。
なお、輸出者が貨物をコンテナに積み込む際に公益法人
である公認検数･検定機関を利用するか否かは、費用の問
題も含め輸出者の判断であり、行政当局から輸出者に対
し、コンテナ詰めに際しては、必ず公認検数検定機関による
品名､数量等の確認及び施封を受けるよう指導することは
適切ではない。

③コンテナーを利用して輸出される貨物をコ
ンテナーに詰めたまま輸出申告し許可を受
けようとする者は、貨物をコンテナーに詰め
込む前に税関に申し出を行い、コンテナー扱
いを適用できることについて確認を受けなく
てはならない。

具体的
要望内容

店舗ごとの申請ではなく、会社全体と
消費税免税指定店舗申請の簡素化【新
して申請ができるよう手続面の見直しを
規】
図るべきである。

①旅具通関の対象台数を制限した場合、一般の輸出通関
への移行が想定されるが、両者を比較した場合、税関にお
ける審査・検査の内容については異なるところはなく、当該
措置によって盗難自動車の不正輸出の取締り上の実効性
は変わらないと考えている。
しかし、本件については、現下の情勢を踏まえ、見直しの
検討を行っているところである。

②輸出申告に際し、可能な限り抹消登録証
明書原本の提示を求め、必要に応じて車台
番号を確認する等、不正輸出に対する審査・
検査を強化している。

印紙税は特定の文書に負担を求める文書
課税であって、その印紙税の納付は原則とし
て、課税文書の作成時に収入印紙（以下、
単に「印紙」という。）をはり付ける方法により
行う。この場合には、自己又はその代理人、
使用人その他の従業者の印章又は署名で、
その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判
明に印紙を消す必要がある。
これに対して書式表示による納付の特例と
は、課税文書を作成しようとする場合におい
て、その様式又は形式が同一であること、そ
の課税文書が毎月継続して作成されること
など一定の条件に当てはまる場合に、課税
文書を作成しようとする場所の所在地の所
轄税務署長の承認を受けることにより、事後
的に金銭でその課税文書に係る印紙税を納
付することを可能にするものである。
なお、書式表示の承認を受けて課税文書
を作成した場合には、その課税文書に一定
の表示をすることとされており、また、毎月そ
の月中（特定の日に多量に作成されることと
されている課税文書については、その特定
の日）に作成した課税文書に係る課税標準
数量及び納付すべき税額などを記載した印
紙税納税申告書を、その翌月末日までに承
認を受けた税務署長に提出するとともに、納
税申告書に記載した納付すべき印紙税額を
納付することとされている。
以上のとおり、定型の課税文書を継続的又
は多量に作成される者について、相当の印
紙をはり付けることに代えて、一定の要件の
下に申告納付を可能とするものである。

措置の概要
（対応策）
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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。）

「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

−

関税法第63条

制度の現状

Sea-NACCSにおいては、システ
ムの設計上、1件の輸出申告で
申告できる欄数及びコンテナ本
数は、それぞれ最大35欄、90本
までとなっている。

外国貨物は、税関長の承認を
受けて、外国貨物のまま保税地
域等の間を運送することができ
る。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

-

-

措置の概要
（対応策）

1件の輸出申告における欄数及
びコンテナ本数について法令上
の制限はないものの、SeaNACCSで処理できる欄数及びコ
ンテナ本数の輸出申告1件当た
りの最大値（欄数：35欄、コンテ
ナ本数：90本）については、平成
11年10月の現行Sea-NACCSへ
の更改に向けての検討におい
て、その時点におけるハード
ウェアの制約の下で最大限実現
できる数値として設定したもので
ある。
これについては、次期SeaNACCSの更改の際に、その検
討の時点におけるコンピュータ
等の性能の向上を勘案して最
大限実現できる数値を設定して
いきたいと考えている。

保税運送では、外国貨物が税
関の監督下にある保税地域を
離れて運送されることとなるの
で、保税運送手続は、国民の安
全等を確保するため、社会悪物
品等の輸入禁止・輸入規制物
品の国内への流入、外国貨物
の荷抜き・すり替え等がないよう
外国貨物の適正な管理を確保
するための不可欠な手続であ
り、保税運送手続を廃止するこ
とは適当ではない。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0700025

財務省

z0700026

財務省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

SEA−NACCS

5061

50610021

11

社団法人

日本自動車工業会

21

SEA−NACCS

経済特区での外国貨物保税運送手続
きの撤廃

5061

50610024

11

社団法人

日本自動車工業会

24

経済特区は、大きな保税地域と考えれ
経済特区での外国貨物保税運送手続 経済特区内では、可能な限り税関手続き 経済特区内の輸送であっても、外国貨物 ば、外国貨物の移動は、原則として自由
であるべきではないでしょうか。（経済
きの撤廃
は簡素化すべきである。
の移動は事前に税関の承認が必要。
特区のメリット創出にもつながる）

25

旧来の税関主導による管理から現在は被
許可者の責任による管理体制に移行し
被許可者の責任と負担により（税関の指
導や監督・監査はあるが）運営されてい 保税蔵置場は税関許可面積により、毎月 た。
保税蔵置場の許可手数料軽減又は撤
る「保税蔵置場」に係る許可手数料は、 税関あて「許可手数料」を納めねばなら 従って、業務監査も被許可者自体で行う
廃について
事が指導されている。
見直しまたは撤廃などの措置を考慮して ない。
故に、従来同様の許可手数料は見直しが
いただきたい。
必要では。

項目

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

１輸出管理番号に対する輸出統計品目番 ・通関件数の増加（コストアップ要
制限を拡大又は廃止し、1件で申告でき 号が35欄、又はコンテナ本数が90本を越 因）。
える申告については、NACCS申告が2申告 ・分割にかかわるシステム開発などの対
るよう対応して頂きたい。
応。
以上に分割される。

なお、運送の状況その他の事
情を勘案して取締上支障がない
と認められるときは、最長１年間
内に行われる保税運送を一括し
て承認することが可能である。

保税蔵置場の許可を受けた者
関税法第100条
は、当該許可に係る一定額の手
税関関係手数料
数料を、税関に納付しなければ
令第２条
ならない。

f

-

税関が民間事業者に保税蔵
置場の許可を与えることは、特
定の者に法律上の地位を付与
するものであり、税関は、その保
税蔵置場に対する監督・指導等
を行っていることから、その被許
可者に対して行政コストに係る
一定の手数料負担を求める必
要がある。

z0700027

財務省

保税蔵置場の許可手数料軽減又は撤
廃について

5061

50610025

従って、保税蔵置場の許可手
数料を軽減又は撤廃することは
財政措置に該当する。
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11

社団法人

日本自動車工業会

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

地方公共団体等が普通財産を
公共性のある一定の用途に供
国有財産法第28
する場合又は財産の管理費用
条
を負担した場合には、譲与がで
きる。

とん税法第１条、
特別とん税法第 外国貿易船の開港への入港に
１条、特別とん譲 はとん税及び特別とん税を課す
与税法第１条

−

関税法以外の法令の規定によ
り、輸出入に関して許可、承認
が必要な場合には、輸出入申
告の際に当該許可、承認を受け
ている旨を税関に証明しなけれ
ばならない。
外国貿易船の開港への入出
港に際し、関税法の規定により
入出港手続にかかる書類を税
関に提出しなければならない。

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

ｆ

b

-

-

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革・民間開
放要望の募集について
（H16.9.21内閣府規制改革・民
間開放推進室公表）において、
「単に税財源措置の優遇を求め
るものは、要望の対象といたし
ません」とされており、本提案
は、従来型の財政措置に該当
するため、検討要請の対象とは
なり得ない。
なお、提案のあった解体予定
の建物については、経年劣化等
を勘案した適正な対価による売
却が可能であることから、広域
連合において当該建物を購入
することで新たに庁舎を建設す
る必要はなくなり、財政負担が
軽減されるものと考える。

税制改正要望であり、規制緩和
にはあたらない

１．手続の見直しについては、
規制改革・民間開放推進3か年
計画において、シングルウィンド
ウ化の成果と問題点を踏まえ、
申請手続や申請書類の徹底し
た省略、簡素化を図り、速やか
にワンストップサービスの一層
の推進を図ることとしており、関
係者の意見をふまえて、業務・
システムの最適化計画を平成
17年度末までのできる限り早期
に策定するよう、関係府省と検
討を進めているところである。
２．外国船舶の入出港に関する
手続や必要書類の簡易化を図
ることを内容とする「国際海上交
通の簡易化に関する条約（仮
称）（FAL条約）」については、関
係府省が連携して、次期通常国
会へ同条約を提出すべく検討を
行っている。検討に際しては、Ｆ
ＡＬ様式の採用を含め、簡易化
等の措置を講じた上で締結する
ことを予定している。

その他

管理コード

z0700028

制度の
所管官庁

項目

国土交通省、 不要な国有財産を関係自治体に無償
譲渡出来るよう法規制の改革を行うこ
財務省
と

財務省、総務 港湾関係諸税ならびに諸料金の適正

z0700029 省、国土交通省 化

国土交通省、財
務省、法務省、
z0700030 厚生労働省、農 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化
林水産省

要望
管理番号

5072

5076

5076

要望事項
管理番号

50720001

50760001

50760003
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要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

・隠岐広域連合
（・島根県）

社団法人日本船主協会

社団法人日本船主協会

要望
事項番号

1

1

3

要望事項
（事項名）

不要な国有財産を関係自治体に無償
譲渡出来るよう法規制の改革を行うこ
と

港湾関係諸税ならびに諸料金の適正
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）

隠岐空港では、現在実施中の空港整備事
業に併せた新航空局庁舎建設が進められ
ており、この供用後は、現在の航空局庁
舎が不要となるため、平成１７年度に国
において取り壊される計画である。当該
庁舎を関係自治体である隠岐広域連合が
無償で譲り受け、連合の機能集中化整備
構想に合わせた消防庁舎として有効活用
を図りたいと希望している。そのため、
現在当庁舎を所管する大阪航空局と協議
を重ねているが、国有財産法では、建物
の存置による無償譲渡を認めていないた
め、協議が行き詰まっているため、規制
改革をお願いしたい。

日本海に浮かぶ隠岐島は先般合併により
誕生した隠岐の島町を中心に４ヶ町村で
構成され、少子高齢化が進行し、地域の
財政状況も疲弊している。この状況の
下、隠岐４ヶ町村と島根県が広域連合を
結成し,病院の運営、介護保険、消防な
どの事務を行っている。この中核施設で
ある消防庁舎をはじめ、各庁舎が狭隘・
老朽化による建て替えなどが必要となっ
ているが、離島故の立地場所の制限や経
済的理由から困難を極めている。そのた
め、隠岐空港整備事業完成後の現空港跡
地に各機能を集中させることにより合理
的な連合運営が可能となる。

当該庁舎は平成１７年度に国において取
り壊される予定となっているが、左記の
通り隠岐広域連合が無償譲渡を受け消防
庁舎として有効利用を希望している。要
望が実現すれば、連合としては庁舎建設
費が節約出来るばかりでなく、国におい
ても取り壊し費用が不要となり、経済的
である。なお、当庁舎は島根県有地にあ
り、用途廃止後は更地で返還することに
なっているが、島根県としては現状によ
る返還を了解することとしているにもか
かわらず、国有財産法では存置を認めて
いないため、この規制を改革して欲し
い。

当該庁舎の取り壊しには
相当規模の費用が必要で
あると聞いており、ま
た、連合が計画している
消防庁舎建設には約６億
円必要と見込まれてい
る。要望が実現した場
合、連合としては機能に
合わせた改修費程度で済
むことになり、国、連合
ともに経費節減となり、
規制改革の意義が広く説
明出来ると考えられる。

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船
舶固定資産税）並びに諸料金（入港料、
公共岸壁使用料等）の徴収の目的ならび
に考え方を明確にした上で、諸外国と同
等となるよう制度の適正化を図ること。

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし
て、申請の必要性が失われたもの、申請
の中で削除できる項目、さらに省庁間に
港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化 共通する項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に
削減・簡素化するよう要望する。

外航船はわが国港湾への入港毎に港湾関
係諸税である「とん税」、「特別とん
税」、「固定資産税」（固定資産税は日
本籍船のみに負荷）を負担している。こ
のうち、とん税は諸外国ではその徴収目
的が港湾の維持・改修費用など使途が明
確であるが、わが国では、一般財源に繰
り入れられ、目的も使途も不明確であ
る。また、わが国において、例えば神戸
港・名古屋港・東京港の3港に外航船が
入港する場合、それら3港全てでとん税
が都度徴収されるが、米国などにおいて
は、とん税の徴収は最初に寄港した港の
みで、次港以降は徴収されていない。さ
らに、「入港料」などの港湾諸料金も負
担しており、港湾入港に伴う経費は著し
く割高で、わが国港湾の国際競争力喪失
の一因となっているので、徴収の目的な
らびに考え方を整理し、諸外国と水準が
同等となるよう制度を適正にすべきであ
る。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続
のシングルウィンドウ化が関係省庁によ
り実現されてはいるが、実態は各種申
請・手続の見直しや簡素化がなされず、
単に既存のシステムが接続されただけの
ものであるため、利便性の向上には結び
ついていない。従って、全ての関連手続
を対象として、申請の必要性が失われた
もの、申請の中で削除できるも項目、更
に省庁間に共通する項目の標準化、統一
化できるものを抽出した上で、申請手続
きを徹底的に削減・簡素化することを要
望する。

「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

会計法２９条の１２は、電気、ガ
ス、水の供給電気通信役務の
提供について、①当該契約によ
り供給又は提供される物、役務
等の品質が時の経過により変
化せず、一定のものであること、
②あらかじめ債務の額が確定で
きないなどのために国庫債務負
担行為によりがたいものである
こと、などから長期継続契約と
することができることとしている。
本件は、経年により減価する可
能性のある機器の複数年度に
わたる提供であり、また、あらか
じめ債務の額が確定されている
ものであることから、長期継続
契約の対象とはしていない。

措置の 措置の
分類
内容

d

ｆ

関税法第67条、
98条
電子情報処理組
織による税関手
続の特例等に関
する法律第３条、
同施行令第２条
「システム導入官
署における輸出
通関事務処理体
制について」（通
達）、「システム
導入官署におけ
る輸入通関事務
処理体制につい
て」（通達）

貨物を輸出又は輸入しようとす
る者は、税関長に申告し、貨物
につき必要な検査を経て、その
許可を受けなければならない。
また、当該輸出入申告とその許
可は、電子情報処理組織を使
用して行わせ、又は行うことが
できる。
なお、これらの輸出入申告を税
関の執務時間外に行おうとする
場合には、税関長の承認を受け
なくてはならない。

c

措置の概要
（対応策）

-

１．「行政効率化推進計画」（平成16年6月15
日行政効率化関係省庁連絡会議とりまとめ）
において、「コピー機、パソコン等の物品につ
いて、購入する場合や単年度賃貸借を行う
場合と比較して複数年度のリース契約を行う
ことに合理性が認められる場合には、国庫
債務負担行為による複数年契約によることと
する。」として、国庫債務負担行為の活用に
ついて各府省に共通する主要な取組みの一
つとした。
２．さらに、「平成17年度予算の概算要求に
当たっての基本的な方針について」（平成16
年7月30日閣議了解）において、「行政効率
化推進計画」を着実に推進することとした。
３．平成16年度予算に盛り込んだ物品の賃
貸借に係る国庫債務負担行為については、
現在、各省庁において予算の執行が行われ
ている段階であるが、上記のように、平成17
年度予算において国庫債務負担行為の活
用の更なる拡大が図られるよう、より積極的
に趣旨の徹底を図ったところ。
４．なお、各府省は定期的に各府省別行政
効率化推進計画の取組みの実績を明示す
ることとされている。

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

-

輸出入申告の中には、通関情
報処理システム（NACCS）により
電子的に処理され、不正な申告
のおそれがないと判定されて結
果的に区分１となるものもある。
ただし、こうした申告であって
も、①貨物を申告してみなけれ
ば審査区分は判定されない、②
予備申告で区分１となった貨物
を本申告する場合であっても貨
物情報と申告情報が異なる場
合があることから、申告時点で
は区分１となるとは限らないた
め、執務時間外であっても必ず
職員を配置しなければならな
い。したがって、輸出入申告が
税関の執務時間外に行われる
場合には、臨時に税関職員を配
置することとなるため、事前に臨
時開庁の承認手続を行っていた
だく必要がある。
また、事後点検は最終的に区
分１で許可された申告につい
て、必要に応じその内容を確認
しているものであり、これをもっ
て臨時開庁手続を不要とするこ
とはできない。

その他

管理コード

z0700031

z0700032

z0700033

制度の
所管官庁

財務省

財務省

財務省

項目

国のリース契約の取扱いについて

短期社債に対する支払い調書提出義
務化について

輸出入申告の審査区分1のもののシス
テムによる許可

要望
管理番号

5086

5086

5094

要望事項
管理番号

50860001

50860024

50940001

11/21

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

社団法人リース事業協会

ソニー株式会社

要望
事項番号

1

24

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

現在、各省庁がOA機器や車両を導入する
に際しては、複数年度の使用が明白で
あっても、手続上の煩雑さゆえに国庫債
務負担行為として扱わずに、単年度リー
ス契約を更新している。この単年度リー
ス契約は、ほとんどの場合にリース会社
が投資元本の未回収リスクを負ってい
る。投資元本の未回収リスクを負うか否
かはリース会社の判断であるが、現行制
度が実質的にリース会社のリスク負担を
強いている。

国のリース契約の取扱いについて

国とのリース契約を地方自治体と同様に
長期継続契約の対象とすること。

短期社債に対する支払い調書提出義
務化について

・短期社債は手形CPを電子化したもの
で、流動性が高まることが期待されてい
るが、本件が導入されるとディーラーで
平成16年度税制改正要綱にある「平成18 発行体（リース会社等）、金融機関、振
ある金融機関の負担が多大となる可能性
年4月からの短期社債等の譲渡及び償還 替機関のいずれか又は全ては、対応のた
が高く、流動性が低下することが懸念さ
等に係る支払調書の提出義務化」を見送 めの事務体制整備、システム投資等の負
れる。・流動性の低下は発行残高の減少
担が新たに発生する懸念がある。
ること。
や機動的な発行の妨げともなり、CPを主
要な調達手段とする会社の影響は大き
い。

NACCSのシステムが稼働する時間であれ
ばいつでも入力できることとし、区分1
輸出入申告の審査区分1のもののシス
で許可されるものについてはシステムで
テムによる許可
許可という選定をした時点で許可手続の
運用を完了させる。

通関システム(NACCS)において、審査
により許可とされたもの（輸出）、また
は自動的に審査が終了したもの（輸入）
という審査区分の種類(区分1)が設けら
れており、区分1として許可された申告
については必要に応じて事後点検を実施
するとされている。しかし、実際には審
査官が見る時間でなければシステムへの
入力ができず、システムによって区分1
になるものであっても審査官の執務時間
でなければ許可されていない。
区分１のものに関してそもそも審査官
により点検を必要としないですむような
ものを選定すべくプログラムされている
のであるから、区分1で許可されたもの
についてはシステムで許可という選定を
した時点で許可の手続を完了させること
が適当である。実際に事後点検で問題に
なることは稀であるが、いずれにせよ税
関は許可後に調査することができる権限
を有しており、システムが許可していて
も必要な権限は担保されている。これに
より、区分1のものについてはNACCSのシ
ステムが稼働できる時間（１年３６５
日、１日２４時間のうちメンテナンスの
時間を除く）であればいつでも許可する
こととする。（区分１のものについては
臨時開庁を必要としない。）税関の審査
官の執務時間に関わるのは区分２と区分
３の場合だけとなる。

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

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。

国税通則法第34条により国税
の納付については、金融機関
（日本銀行歳入代理店）又は税
務署の窓口で現金に納付書を
添えて納付しなければならない
こととされているほか、同条によ
り電子納税の利用及び国税通
則法第34条の2により振替納税
が利用可能となっている。
国税通則法第34
条
なお、国税通則法第41条（第
国税通則法
三者の納付及びその代位）は、
第41条
国税を納付すべき者（納税者）
のために第三者が納付できるこ
とを定めており、当該第三者が
納税者の国税を納付した場合、
その効果はすべて納税者に帰
属する。
国税通則第34条及び第41条
に従ってクレジットカード会社
が、国税の納付を行うことを妨
げるものではない。

国税通則法第34条により国税
の納付については、金融機関
（日本銀行歳入代理店）又は税
務署の窓口で現金に納付書を
添えて納付しなければならない
こととされているほか、同条によ
り電子納税の利用及び国税通
則法第34条の2により振替納税
が利用可能となっている。
国税通則法第34
条
なお、国税通則法第41条（第
国税通則法
三者の納付及びその代位）は、
第41条
国税を納付すべき者（納税者）
のために第三者が納付できるこ
とを定めており、当該第三者が
納税者の国税を納付した場合、
その効果はすべて納税者に帰
属する。
国税通則第34条及び第41条
に従ってクレジットカード会社
が、国税の納付を行うことを妨
げるものではない。

措置の 措置の
分類
内容

d

-

措置の概要
（対応策）

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
適切に処理している。
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
員に支給することとされており、
財務省行政効率化推進計画に
も記載されているとおり、精算払
を原則とした口座振込を推進し
ているところ。
一方、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
く、精算払を原則とした口座振
込の推進により、クレジットカー
ドの利用拡大にも資しているも
のと認識している。
更に、物品調達、物品管理、謝
金・諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画に
より、これらの業務は原則として
全て電子化が図られる予定と
なっているところ。

その他

管理コード

z0700034

納税
者のた
クレ
めに第
ジット
三者
カード
納付
会社
するこ
①国税通則法第34条により国税の納付につ
①国税に関しては、全国42,000
が、金 いては、金融機関（日本銀行歳入代理店）又
とにつ
銭に は税務署の窓口で現金に納付書を添えて納 箇所の金融機関での納付が可
いて
納付 付しなければならないこととされているが、こ 能であり、また、クレジットカード
(クレ
れは、公金の性格上、取扱い上の責任を明
の利用が見込まれる個人に関し
書を添 確にし、公正の確保を期することが要求され
ジット
えて日 るため、その国税の収納を行う税務署の職 ては、振替納税が7〜8割の割
カード
本銀 員又は日本銀行法等に基づき国庫金の出 合で利用されている。加えて本
会社
年6月からは全国で電子納税が
行又 納を取り扱う日本銀行（代理店及び歳入代
理店を含む。）にこれを取り扱わせることが
が金
は国 適切であり、その責任と公正の確保、収納の 可能となり、パソコン、携帯電
銭に
税の 確実性について現行制度と比較し、同等の 話、ＡＴＭで納付ができるよう措
納付
置したところである。
収納を ものが確保されない限り、これらの者以外の
者に取り扱わせることは適当ではない。
書を添
z0700035
行う税
えて日
務署 ②ただし、制度の現状に記したとおり、クレ ②第三者納付であっても期限ま
本銀
でに国庫に納付されることが必
の職 ジットカード会社が第三者納付することを妨
げるものではない。
行又
要である。
員に なお、インターネットを利用した納付は現在
は国
納付 ペイジーを利用した電子納税である。このシ
税の
ステムの利用が可能であれば、クレジット
するの カード会社が第三者納付することを妨げるも ③金銭で期限内に納付した納
収納を
であれ のではないが、この利用を可能とするために 税者との均衡を図るために手数
行う税
ば、特 は、金融機関等において、第三者がペイ 料等を国が負担することは適当
務署
ではない。
段の ジーを利用するための納付システムを整備
する必要がある。
の職
法令
員に
等の
納付
措置
すると
は不
の前
要
提）
ｄ（条
納税
者のた
クレ
めに第
ジット
三者
カード
納付
会社
するこ
①国税通則法第34条により国税の納付につ
①国税に関しては、全国42,000
が、金 いては、金融機関（日本銀行歳入代理店）又
とにつ
銭に は税務署の窓口で現金に納付書を添えて納 箇所の金融機関での納付が可
いて
納付 付しなければならないこととされているが、こ 能であり、また、クレジットカード
(クレ
れは、公金の性格上、取扱い上の責任を明
の利用が見込まれる個人に関し
書を添 確にし、公正の確保を期することが要求され
ジット
えて日 るため、その国税の収納を行う税務署の職 ては、振替納税が7〜8割の割
カード
本銀 員又は日本銀行法等に基づき国庫金の出 合で利用されている。加えて本
会社
年6月からは全国で電子納税が
行又 納を取り扱う日本銀行（代理店及び歳入代
理店を含む。）にこれを取り扱わせることが
が金
は国 適切であり、その責任と公正の確保、収納の 可能となり、パソコン、携帯電
銭に
税の 確実性について現行制度と比較し、同等の 話、ＡＴＭで納付ができるよう措
納付
置したところである。
収納を ものが確保されない限り、これらの者以外の
者に取り扱わせることは適当ではない。
書を添
z0700035
行う税
えて日
務署 ②ただし、制度の現状に記したとおり、クレ ②第三者納付であっても期限ま
本銀
でに国庫に納付されることが必
の職 ジットカード会社が第三者納付することを妨
げるものではない。
行又
要である。
員に なお、インターネットを利用した納付は現在
は国
納付 ペイジーを利用した電子納税である。このシ
税の
ステムの利用が可能であれば、クレジット
するの カード会社が第三者納付することを妨げるも ③金銭で期限内に納付した納
収納を
であれ のではないが、この利用を可能とするために 税者との均衡を図るために手数
行う税
ば、特 は、金融機関等において、第三者がペイ 料等を国が負担することは適当
務署
ではない。
段の ジーを利用するための納付システムを整備
する必要がある。
の職
法令
員に
等の
納付
措置
すると
は不
の前
要
提）
ｄ（条

制度の
所管官庁

全省庁

財務省

財務省

項目

クレジットカード決済による支
払業務

国税のクレジットカードによる立替え払
い納付

国税のクレジットカードによる立替え払
い納付

要望
管理番号

5095

5095

5114

要望事項
管理番号

50950002

50950003

51140001

12/21

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

日本クレジットカード協会

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

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。

3

国税の支払（納付）代行業務

国民の利便性や収納の確実性を考え
ると、公金支払（納付）においてク
レジットカードの立替払いによる支
クレジットカードの立替払いによる
払（納付）代行を行いたい。現行の
支払（納付）代行を行う上で、現行
法令や制度において、これを妨げる
の法令や制度において不可能であれ
クレジットカード決済による立替払 ものがあれば緩和を要望。もし制度
ば、緩和して認めていただきたい。
い
上問題がなければ、その旨を明示し
制度上問題がなく、現在可能である
ていただきたい。国税通則法第４１
ならば、その旨を明示していただき
条では、第三者による国税納付が認
たい。
められており、クレジットカードに
よる立替払いも一般的に可能と考え
る。

1

国税の納付について、国民（納税者）が
クレジットカードによる立替え払い納付
（インターネットによるクレジットカー
ド決済を含む。以下同じ。）を希望する
場合、これを可能とすることとしていた
だきたい。（も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、これを可能とする
ように改めていただきたい）。国税通則
法においては、第41条で第三者による国
税納付が認められており、クレジット
カード会社による立替え払い納付を一般
的に許容することは十分合理的なものだ
国庫金（国税）のクレジットカードによる
と考えます。【添付資料①参照】また、
立替え払い納付
個別税法においては、例えば自動車重量
税法第10条2（電子情報処理組織による
申請又は届出の場合の納付の特例）の財
務省令に定める方法として、電子納付が
認可されており、現在はインターネット
を利用した口座振込のみが実施されてい
るが、クレジットカードによる納付も認
めることとしていただきたい。その他所
得税・法人税・関税等などの個別税法に
おいても、同様に個別の方法を定める場
面で、クレジットカードによる納付を
（認められていない場合には）認めるこ
ととしていただきたい。

2

基本的には、国税全般につきクレジット
カードによる立替払い納付の実現を希望
するものです。中でもとりわけ強く希望
するのは、消費者に密着した自動車重量
税等のクレジットカードによる立替え払
い納付を含めて納付手続のワンストップ
サービスのビジネスモデルを構築するこ
とを目指すものです。平成17年度からマ
ルチペイメントネットワークを活用した
インターネットでの口座振込が開始され
ていますが、今回のビジネスモデルにお
いては、この仕組みも活用したいと考え
ます。

①クレジットカードによる立替え払い納付を可能とすること
で、国民としては選択肢が広がり、電子的な納付により利便
性が向上し、ポイントサービスやクーポン等カードに付随す
るサービスを享受することができ、事業者としては新たな市
場機会の拡大となりビジネスチャンスを得ることができ、行
政としては現金処理のリスクや事務コスト削減、収納督促業
務等の事務経費削減等にもつながり、社会的意義が極めて大
きいと考えます。②クレジットカードによる立替払い納付を
可能とすることにより、クレジットカード固有の機能である
分割払いやボーナス払い等も可能となれば、国民の利便性向
上とともに納付率向上にも寄与すると考えます。なお、クレ
ジットカード会社は、まず国庫に対して極力速やかに納付金
額を払い込み、その後、納税者（立替え払い依頼者）から後
払い（必要に応じ、長期分割払いやボーナス一括払いなどに
より決済）を受けるため、国の国庫収納事務には支障を来し
ません。③現在民間市場におけるインターネット決済の方法
としては、クレジットカードによる決済（カード番号などを
コンピューター端末から入力して電子的に処理する方法）が
最も利用されており、インターネットを活用したクレジット
カードによる国税の立替え払い納付に対する国民的ニーズは
非常に高いと考えます。【添付資料②参照】④ワンストップ
サービスについては、国税や国への各種料金支払い（別途要
望中）以外に、地方税や地方自治体への各種料金支払いも同
時に納付できることが求められるが、地方税については平成
16年度構造改革特区第5次提案に対する総務省回答により地
方税のクレジットカード立替払い納付が法制的に可能とさ
れ、また地方自治体への各種料金支払いについては研究会を
開催するなどして早急に検討を開始する旨の回答がなされて
います。ここでは、地方税と同様、国税についてもクレジッ
トカードによる立替え払い納付をできることとし、ワンス
トップサービスへの条件を整えていきたい。⑤従来はクレ
ジットカード会社毎に国庫金の納付を検討していたが、今回
業界団体として要望することで複数のクレジットカードでの
立替払い納付を可能とし、国民に向けて広く選択肢も用意し
公平性を期すものです。⑥海外においては公金のクレジット
納付が既に一般化してきており、わが国においてもぜひ導入
をご検討いただきたい。【添付資料③】

その他
（特記事項）

①国庫金のクレジット
カード決済実現に向けた
見解、②公金決済市場で
のカード決済重要度Ｗｅ
ｂ調査結果概要、③海外
での公金クレジット決済
実施状況

「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

税理士法第9条
税理士法施行規則第4条によ
税理士法施行例 り、税理士試験の受験手数料は
第6条の2
収入印紙により納付することと
税理士法施行規 なっており金銭による納付は認
則第4条
められていない。

行政財産は、信託することがで
国有財産法第18
きない。
条及び第28条の 普通財産は、国以外の者を信
2
託の受益者とする場合を除き、
信託することができる。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

ｆ

-

-

-

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

税理士試験の受験手数料等
についてクレジットカード決済に
よる立替払いを認めた場合、
カード利用手数料を国が負担す
ることは困難であるため、負担
を受験者に求めることとなりま
す。
また、クレジットカード決済を認
めた場合、クレジットカード決済
口座の管理、受験申込願書と手
数料入金の突合等の事務量増
受験手数料については、受験申
加が生じるほか、受験申込受付
込期間内に国庫に納付される
窓口におけるカード読み取り機
z0700036
必要があります。
の設置にかかる新たな費用負
担が生じますが、税理士法第9
条においては、税理士試験実施
に係る実費を勘案して受験手数
料を定める旨規定していること
から、これらについてはすべて
受験手数料に反映させなけれ
ばならず、結果として受験者の
負担が増加することとなります。
このため、クレジットカードによ
る立替払いについては適当では
ないものと考えます。

行政財産は、行政目的に供す
るために国自ら所有している国
有財産であることから、所有権
の移転が必要となる信託を行う
ことはできないが、これを用途廃
止のうえ普通財産とすることに
よって信託を行うことは、現行制
度上可能である。
また、普通財産である信託の
受益権は、適正な対価での売却
が可能であることから、当該受
益権を売却することによって、こ
れを買い受けた国以外の者を
信託の受益者とすることは現行
制度上可能である。

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

z0700037

制度の
所管官庁

財務省

項目

税理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

財務省、総務 国・地方公共団体の保有する財産につ
いて流動化、証券化を目的とした信託
省
を可能とすること

総務省、財務

株式会社と学校法人の競争条件の同

z0700038 省、文部科学 一化の実現

要望
管理番号

5095

5096

5113

要望事項
管理番号

50950009

50960001

51130004

省

13/21

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

社団法人信託協会

（株）LEC東京リーガルマイ
ンド

要望
事項番号

9

1

4

要望事項
（事項名）

税理士試験の受験料の支払（納
付）代行業務

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

現在、税理士試験の受験手数料は印
紙で払うが、受験者の利便性を考慮
税理士法施行規則第4条（受験手数
しクレジットカードによる立替払い
料等）「法第九条第一項 の受験手
を行いたい。したがって税理士法施
数料又は同条第二項 の認定手数料
行規則第4条（受験手数料等）「法
は、それぞれ第二条第一項の税理士
第九条第一項 の受験手数料又は同
試験受験願書又は同条第三項の研究 クレジットカード決済による立替払 条第二項 の認定手数料は、それぞ
認定申請書若しくは前条第二項の研 い
れ第二条第一項の税理士試験受験願
究認定申請書兼税理士試験免除申請
書又は同条第三項の研究認定申請書
書に収入印紙をはつて納付しなけれ
若しくは前条第二項の研究認定申請
ばならない。 」の部分を規制緩和
書兼税理士試験免除申請書に収入印
していただきたい。
紙をはつて納付しなければならな
い。 」の部分を規制緩和していた
だきたい。

・ 国が保有する財産は、行政財産、普
通財産、物品及び債権に分類される。ま
た、地方公共団体が保有する財産は、行
政財産、普通財産、物品及び債権並びに
基金に分類される。しかし、ともに、普
通財産である土地（及びその定着物）以
外を信託することは認められていない。
・ また、普通財産である土地（及びそ
の定着物）の信託についても、国・地方
公共団体自らが受益者となる場合しか認
められておらず、また、地方公共団体の
国・地方公共団体の保有する財産につ
場合は公用又は公共用に供するために必
いて流動化、証券化を目的とした信託
要が生じたときは信託期間中であっても
を可能とすること
信託契約を解除できるものとされてい
る。
・ そこで、国・地方公共団体が保有す
る財産のうち、普通財産である土地（及
びその定着物）以外の財産についても信
託を可能とすること、及び、その場合に
（普通財産である土地（及びその定着
物）の信託も含めて）流動化、証券化が
可能となるような法的手当てをあわせて
行うことを要望するもの。

株式会社と学校法人の競争条件の同
一化の実現

具体的事業の
実施内容

・ 国及び地方公共団体いずれにおいて
も、早期の財政健全化の必要性が叫ばれ
ている現在において、保有する財産の売
却を中心に財政の健全化に向けた取組み
がなされているところ、その財産によっ
ては、購入に多額の資金を必要とするた
めに、売却先が現れない場合も想定され
る。斯かる場合において、その保有する
財産を流動化、証券化のために信託する
ことにより、当該信託により生じる受益
権を小口化し、多数の投資家に売却する
ことで資金調達が可能となり、早期の財
政健全化が図られることとなる。
・ また、地方公共団体において、資金
調達手段の多様化が図られることは、地
方分権の推進という国家施策にも合致す
るものである。なお、一部の地方公共団
体においては、保有する金銭債権をロー
ン・パーティシペーション方式で流動化
した実例が存在する。

現在株式会社大学は、「株式会社」であ
るがゆえの義務の上に「大学」であるが
ゆえの過大な義務が課せられ、かつ、
「大学」であるがゆえに「株式会社」と
しての権利・自由を制限され、かといっ
て「大学」であるが故の権利と自由を殆
ど享受できず、教育理念の実現を大きく
阻害されているのが現状です。最終的に 添付資料あり(特区法12
株式会社大学にも学校法人と同様の私学
株式会社大学と学校法人大学の競争条件
は学校法人大学がその質的向上を目指す 条改正提言書、特区法12
助成と優遇税制を適用するべく、構造改
同一化による学校教育の活性化
ためには、株式会社と同様、自由競争原 条改正案、税制比較表)
革特別区域法第12条を改正すること
理の下に置かれなければなりません。し
かし、その実現にはかなりの時間がかか
ることが予想されます。とするならば、
現段階で、可及的に学校法人大学と株式
会社立大学とを同じ土俵で競争させるよ
う、暫定的な措置を講じる必要があると
考えます。

「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

ｆ

ｆ

ｆ

措置の概要
（対応策）

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。また、財産評価
基本通達は、相続税法第22条
の「時価」の解釈及び評価額の
具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの
規制をかけるものではないこと
から、検討要請事項の対象とは
なり得ない。

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。また、財産評価
基本通達は、相続税法第22条
の「時価」の解釈及び評価額の
具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの
規制をかけるものではないこと
から、検討要請事項の対象とは
なり得ない。

その他

管理コード

z0700039

z0700040

z0700040

制度の
所管官庁

財務省

財務省

財務省

項目

ワイン（果実種）定義における熟成工程
での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液
使用の許可

事業用資産相続時の軽減措置及び評
価方法の見直し

事業用資産相続時の軽減措置及び評
価方法の見直し

要望
管理番号

5115

5117

5117

要望事項
管理番号

51150001

51170008

51170009

14/21

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合会
有限会社シャトーティーエス

東京都

東京都

要望
事項番号

1

8

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟成工程
での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液が
使用されている。日本では酒税法により
当該行為が実施されるとﾘｷｭｰﾙの定義に
該当することになる。当該作業はﾜｲﾝ製
造における熟成工程で樽容器を使用する
ワイン（果実種）定義における熟成工程
のと類似であり、その効果もほぼ同等で
での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液
ある。当該行為のためにわざわざﾘｷｭｰﾙ
使用の許可
製造の免許を取得しなければならず、そ
の煩雑さがあり、かつ、6kl以上の生産
要件ｸﾘﾔが困難であるため、当該行為規
制の除外を提案する。同法の適用除外に
よりﾜｲﾝ品質向上など農業振興の一助と
なる。

中小企業者が相続するにあたり、引き続
き事業を継続していく場合には、我が国
の「農地に関する相続税猶予制度」や欧
中小企業の事業用資産相続時の抜本
州先進諸国の制度に準じた包括的な軽減
的な軽減措置の導入
制度を設けるなど、抜本的な軽減措置を
講ずること。

中小企業承継税制で評価減をしている特
中小企業の事業用資産相続時の土地
例を、400㎡を超える部分にも拡充する
の減額評価の実施
こと。

具体的事業の
実施内容

海外ではﾜｲﾝの品質向上のため熟成工程
での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、抽出液が
使用されている。日本では酒税法により
当該行為が実施されるとﾘｷｭｰﾙの定義に
該当することになる。当該作業はﾜｲﾝ製
造における熟成工程で樽容器を使用する
のと類似であり、その効果もほぼ同等で
ある。当該行為のためにわざわざﾘｷｭｰﾙ
製造の免許を取得しなければならず、そ
の煩雑さがあり、かつ、6kl以上の生産
要件ｸﾘﾔが困難であるため、当該行為規
制の除外を提案する。同法の適用除外に
よりﾜｲﾝ品質向上など農業振興の一助と
なる。

要望理由

その他
（特記事項）

日本では酒税法により当該行為が実施さ
れるとリキュールの定義に該当すること 当該許可対象はﾜｲﾝ製造
になる。同法の適用除外によりﾜｲﾝ品質 許可者（約300）
向上など農業振興の一助となる。

本年６月の本要望において、「税制は規
制の対象外」との回答があったが、税制
に関する措置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。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に
事業の円滑な承継に大きな影響を与えて
いるため、事業用資産相続時の負担軽減
措置を強化する必要がある。

本年６月の本要望において、「税制は規
制の対象外」との回答があったが、税制
に関する措置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。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に
事業の円滑な承継に大きな影響を与えて
いるため、事業用資産相続時の負担軽減
措置を強化する必要がある。

「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

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

ｆ

ｆ

-

-

-

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

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。また、財産評価
基本通達は、相続税法第22条
の「時価」の解釈及び評価額の
具体的な算定方法を示している
ものであり、納税者に何らかの
規制をかけるものではないこと
から、検討要請事項の対象とは
なり得ない。

z0700040

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

法務省、財務
企業再編の促進に資する施策の容認
z0700041
省

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

財務省

事業用資産相続時の軽減措置及び評
価方法の見直し

財務省（Ａ〜
z0700042 Ｄ）、総務省（Ｅ） 連結決算制度の改善

要望
管理番号

5117

5120

5120

要望事項
管理番号

51170010

51200002

51200004

15/21

要望
事項
補助
番号

11

11

11

要望主体名

東京都

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

10

2

4

要望事項
（事項名）

中小企業の事業用資産相続時の自社
株評価方法の見直し

企業再編の促進に資する施策の容認

連結決算制度の改善

具体的
要望内容

①同族会社の株式評価における類似業種
批准価格の減額率を引き上げること。
②全ての会社に類似業種批准方式のみに
よる評価の選択適用を可能とすること。

2. EUは、日本政府に対して、企業再編
の促進およびすべての場合において税に
対して中立的な株式交換を通じた外国企
業による合併・買収を認めるよう要請す
る。

4. EUは、日本政府が産業界の関心事項
に対応し、企業が連結納税制度を効果的
に活用できるよう、以下の措置を取るこ
とを要請する。
a 100％出資子会社のみが連結納税の対
象となるという要件を50％にまで引き下
げること。
b. 連結グループに入る際、会社の連結
前の欠損金は通算されないとする制度を
廃止すること。
c. 連結グループ加入のためには課税対
象資産の再評価を受けなければならない
という要件を廃止すること。
d. 連結納税制度を採用するためには
100％子会社のすべてを連結の対象とし
なければならないという要件を廃止する
こと。
e. 連結には地方税も含めること。法人
住民税と法人事業税関連の税制は可能な
限り簡素化され、それにより関連地方税
申告の準備に要する行政負担が軽減され
ること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

本年６月の本要望において、「税制は規
制の対象外」との回答があったが、税制
に関する措置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。
相続税の負担が、中小企業の経営、特に
事業の円滑な承継に大きな影響を与えて
いるため、事業用資産相続時の負担軽減
措置を強化する必要がある。

「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）
1.1企業の構造改革と関連税制措置
による。

「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）
1.1企業の構造改革と関連税制措置
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

事前照会に対す
る文書回答の事
務処理手続等に
ついて（事務運
営指針）（平成14
回答内容は、あくまで照会に係
年６月28日課審
る事実関係を前提としたもので
１-14外8課、最
あり、具体的な事例において異
終改正平成16年
なる事実がある場合や新たな事
2月17日課審１−
実が生じた場合には、回答内容
２外8課）、同業
と異なる課税関係が生ずること
者団体等からの
がある。また、回答内容は国税
照会に対する文
局としての見解であり、事前照
書回答の
会者の申告内容等を拘束するも
事務処理手続等
のではない。
について（事務
運営指針） （平
成16年2月17日
課審１−３外8
課）

事前照会に対す
る文書回答の事
務処理手続等に
ついて（事務運
営指針）（平成14
年６月28日課審
１-14外8課、最
終改正平成16年
2月17日課審１−
２外8課）、同業
者団体等からの
照会に対する文
書回答の
事務処理手続等
について（事務
運営指針） （平
成16年2月17日
課審１−３外8
課）

改正された文書回答手続は、円
滑に実施されており、現に、従
来対象とならなかったが、今回
の改正で新たに対象とされるこ
ととなったものに対しても文書回
答を行う例も増えてきている。ま
た、文書回答を行ったものにつ
いては、ホームページに公開し
ている。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

ｆ

-

−

-

措置の概要
（対応策）

文書回答は、申告期限前の照
会に対して照会に示された事実
関係を前提として、その時点で
の見解を示すものであるから、
法的拘束力を持たせるにはなじ
まない。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

ノーアクションレター制度の見直し（法
z0700043 総務省、財務省 的拘束力の付与等）

文書回答を行った場合には、す
べてホームページ等において公
表することとしているため、既に
一般的に提供済みである。

国税庁の文書回答手続はノー
アクションレター制度ではないの
z0700058
で、ノーアクションレター制度に
ついて回答することはできない。

財務省

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要請事項の対象と
はなり得ない。

z0700044

財務省

文書回答手続の見直し（標準的慣行と
しての一般への提供）

年金制度の見直し③

要望
管理番号

5120

5120

5120

要望事項
管理番号

51200006

51200007

51200008
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要望
事項
補助
番号

11

11

31

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

6

7

8

要望事項
（事項名）

ノーアクションレター制度の見直し（法
的拘束力の付与等）

具体的
要望内容

２.
「ノーアクションレター」（ＮＡ
Ｌ）制度（そして同様に国税庁の「回答
文書」制度）に関して、EUは日本政府に
以下のことを要請する。
①要請の受け入れ体制、適用範囲などに
関して、一貫した基準が用いられるよう
同制度の実施状況を国が監視すること。
②「ノーアクションレター」に、それを
発行した機関に対する法的拘束力を持た
せるようにすること。

３．特に、国税庁の文書回答手続につい
て、ＥＵは2004年３月の改正がどのよう
文書回答手続の見直し（標準的慣行と に実施されているか、また標準的な慣行
として、説明が匿名の書式で一般的に入
しての一般への提供）
手可能となるかどうか、情報提供を求め
る。

年金制度の見直し

1. 年金について、EUは、日本政府に対
して以下を奨励する。
③外国を拠点とする年金制度への保険料
を、日本の年金制度に支払われた保険料
と同等に、税金控除の対象とすること。

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）
1.2透明性と予測可能性
による。

「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）
1.2透明性と予測可能性
による。

「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）
1.3人的資源
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

③予決令第７２条において各省
各庁の長は一般競争に参加す
る者に必要な資格を定めること
ができることとされており、公共
工事以外のすべての国の調達
においては全省庁統一資格と
なっている。
④予算決算及び会計令80条2項
は予定価格は、契約の目的とな
る物件又は役務について、取引
の実例価格、需給の状況、履行
の難易、数量の多寡、履行期間
の長短等を考慮して適正に定め
なければならないこととされてい
る。
また、一定基準を下回る低い価
格での入札については、会計法
29条の6に基づき、当該入札価
格により契約内容の適正な履行
が可能か確認するための低入
札価格調査が行われる。

税務署長は、地域において酒
類の需要に対してその供給能
力が著しく過剰である場合等の
要件に該当する地域を、緊急調
酒類の小売業者 整地域として指定することがで
の経営の改善等 き、緊急調整地域においては、
に関する緊急措 酒類小売業免許の付与等を
置法第３条
行ってはならないこととされてい
る。
なお、緊急調整地域の指定の
有効期間は、一年とされてい
る。

地域中小酒類小売業者の経
酒税法第10条第
営に与える急激な影響の緩和
11号、第１１条
のための措置として、免許後３
年間に販売する酒類を国産の
酒税法及び酒類
清酒（ 500mlの容器入りのリサ
行政関係等解釈
イクル瓶詰品を除く）及び国産
通達第10条第11
ビール以外の酒類に限定してい
号関係、第11条
るほか、販売方法は店頭小売
１項関係
販売に限ることとしている。

措置の 措置の
分類
内容

d

b

b

-

Ⅰ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

③国の競争参加資格については、予算決算
及び会計令第７２条により、各省各庁の長が
定めるものとされているが、公共工事の資格
審査については、競争参加資格は関係各省
庁において現時点では統一されていない
が、公共工事以外のすべての国の調達の資
格審査については、平成１３年１月以降競争
参加資格を全省庁で統一し、いずれか一省
庁に申請すれば、全省庁で有効な資格を得
ることができる。
④ＥＵの予定価格に係る要望は、新技術の
採用との関係で述べられたものと承知してい
るが、予算決算及び会計令においても、予
定価格は契約の目的となる物件又は役務に
ついて、取引の実例価格、需要の状況、履
行の難易等を考慮して予定価格を適正に定
めなければならないとしているだけであり、
予定価格に新技術を反映することは可能で
ある。また、ある供給者が予定価格に比して
相当低い価格での入札を行った場合にも、
会計法においては自動的に排除されること
はない。一定基準を下回る低い価格での入
札については、当該入札価格により契約内
容の適正な履行が可能か確認するための低
入札価格調査が行われるが、調査の結果、
適正な履行が可能であると判断されれば、
契約が締結されることとなる。

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

要望事項
（事項名）

①②国土交通

本年１１月に日本とＥＵの政府
省、③総務省、
間の「日ＥＵ規制改革対話」の場
財務省、国土交
z0700045 通省、④総務 政府調達の透明化の推進
において、情報交換を行ったと
省、財務省、e環
ころである。

5120

51200010

11

欧州委員会（ＥＵ）

10

境省、f外務省

緊急調整地域の指定の根拠
法である「酒類小売業者の経営
の改善等に関する緊急措置法」
は、議員立法にて提案され、全
会一致にて国会で可決されたも
のであり、同法が延長されるか
否かについては、政府は、責任
ある回答をできる立場にない。

z0700046

大型店舗酒類小売業免許に
係る免許取得後３年間の販売
制限等の特例的措置について
は、酒類小売業者の経営の改
善等に関する緊急措置法（平成
15年法律第34号）の施行の状
況等を踏まえ、平成17年度末ま
でに結論を得ることとしている。

z0700047

財務省

「酒類の小売業者の経営の改善等に関
する緊急措置法」における「緊急調整地
域」の廃止

5120

51200048

11

欧州委員会（ＥＵ）

48

政府調達の透明化の推進

具体的
要望内容

①国土交通省の認定制度に加えて、EUは
経審の評価の一環としてまた資格審査段
階において、発注機関が外国における経
験を直接認定できるようにすることを提
案する。国内･国外の経験を一切区別せ
ず、平等に考慮すべきである。
②経営事項審査制度において、主要な財
務および技術に関する能力について、下
限指標の導入をEUは提案する。EUは、企
業が入札に先んじて経営事項審査を受け
る義務を撤廃し、発注機関自体が各々の
調達手続において、企業能力の評価を行
うことを提案する。
③EUは、登録義務を撤廃するか、MLITに
おける統一登録に代替し、それを日本全
国の発注機関において有効とすることを
提案する。
④EUは、現行の予定価格制度を廃止する
か、EUで適用しているものと同様の制
度、すなわち各契約のために指定された
予算の提示、に切り替えることを提案す
る。いずれにせよ、異常に低い価格の応
札を自動的に拒絶すべきではない。その
代わりに、入札者にそのような低価格で
応札した理由と正当性を説明する機会を
与えるべきである。

「酒類の小売業者の経営の改善等に関
a. 「緊急調整地域」を廃止し、2005年8
する緊急措置法」における「緊急調整地
月の失効日後は更新しないこと。
域」の廃止

具体的事業の
実施内容

要望理由

（具体的要望内容より続き）
e. EUは、技術仕様の設計あるいは記述
的特性に合致してはいないが、その要件
に明らかに適合しており、発注の目的と
ニーズを満たしているような「同等性の
ある」手法に基づく応札については、発
注機関がそれを考慮できるようにすべき
と提案する。EUは、日本に対して、硬直
的な技術仕様への代替案として、革新的
な技術手法を考慮することを奨励する。
この観点において、EUは日本が環境物品
の調達に係る技術的要件を見直し、「同
等性のある」生産手法を受け入れること
を要請する。
f. EUは、日本では事業所を設立しては
いないが、公共調達への参加を希望して
いるような企業のために、政府調達セミ
ナーの際に全省庁から配布および説明が
行われるその年度に予定されている調達
の全リストを、外務省･総務省のホー
ム・ペ−ジに掲載することを提案する。
また、このセミナーの対象範囲を拡大
し、当該年度内に実施されるすべてての
インフラ事業を対象とするよう提案す
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）
2.1政府調達
による。

「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）
3.2.2流通／酒類販売免許
による。

財務省

大規模店舗酒類販売免許取得後の新
たな酒類販売免許申請に係る規制の
見直し

5120

51200049

11

欧州委員会（ＥＵ）

49

大規模店舗酒類販売免許取得後の新 b. 大規模店舗免許の失効を待たずし
たな酒類販売免許申請に係る規制の て、企業による新しい免許制度に基づく
酒類販売免許の申請を可能とすること。
見直し

「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）
3.2.2流通／酒類販売免許
による。
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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

酒税の保全上、一定の地域に
酒税法第10条第
おける販売場数と酒類の消費
11号
数量のそれぞれの地域的酒類
の需給の均衡を維持する必要
酒税法及び酒類
がある場合には、酒類の販売業
行政関係等解釈
免許を与えることが適当でない
通達第10条第11
と認められる場合には免許を与
号関係
えないこととしている。

関税暫定措置法
第７条の５

措置の 措置の
分類
内容

b

ｆ

「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

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

酒類卸売業免許を含む酒類
販売業免許の制度のあり方に
ついては、酒類小売業者の経営
の改善等に関する緊急措置法
（平成15年法律第34号）の施行
の状況等を踏まえ、見直しする
かどうかについて検討する。

-

税制は規制の対象外であり、当
該要望は税制上の措置にあた
るため、検討要望事項の対象と
はなり得ない。

-

「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。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

z0700048

財務省

項目

酒類卸売販売免許に係る規制の見直
し

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5120

51200050

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

50

要望事項
（事項名）

酒類卸売販売免許に係る規制の見直
し

具体的
要望内容

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）
3.2.2流通／酒類販売免許

c. 酒類小売免許の自由化を卸売りまで
拡充すること。

による。

z0700049

財務省、農林 関税暫定措置法における自動的セーフ
ガード条項発動の削除
水産省

総務省、財務
z0700050 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

5121

5122

51210002

51220033
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11

11

オーストラリア

米国

2

33

もし、BSEにより市場が混乱し、その後
市場が回復するといった通常でない事情
によって輸入がトリガーレベルを超過し
た場合、関税暫定措置法を改正し自動的
関税暫定措置法における自動的セーフ
なセーフガード発動条項を削除すべきで
ガード条項発動の削除
ある。これにより、日本の国会が裁量権
を発揮し、そのような異常な状況におい
てセーフガード条項を発動するかどうか
を決定できるようになる。

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。
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。

日本の国会は､毎年、様々な物品の関税を譲
許税率から実行税率に引き下げるための法律
（関税暫定措置法）を可決している。これに
関連するのが、輸入が一定のセーフガード水
準を越えると、関税が譲許税率に自動的に戻
るという条件である。
輸入牛肉の場合、輸入量が前年度の輸入量の
117パーセントというレベルを超えると、日
本は38.5パーセントの実行税率から50パーセ
ントの譲許税率に引き上げる権利を有する。
もしこのレベルを超えると、関税は自動的に
50パーセントに引き戻され（“スナップバッ
ク”され）、その税率は日本の年度末である
3月31日まで、あるいは次年度の第一四半期
まで継続する。
セーフガードは冷蔵・冷凍牛肉に対し別々に
適用され、トリガー・レベルは四半期ごとの
累計で計算される。即ち、当該年度の第一四
半期と前年度の第一四半期の数字が比較さ
れ、当該年度の前半と前年度同期の数字が比
較される。
牛肉セーフガードの条項は、WTOウルグア
イ・ラウンド交渉の結果に（付属書として）
含まれた。この条項はすべての供給国からの
輸入牛肉に適用され、1995年度（1995年4月1
日）より施行された。これは、牛肉の実行税
率を50パーセントから38.5パーセントに引き
下げるという合意の一部として受け入れら
れ、日本の国内牛肉産業を輸入の急増から守
るための措置として立案されたものである。

日本の家畜牛にBSEが発見されたため、2002年に日本での牛
肉消費が落ち込み、牛肉の輸入量が急激に減少した。2002年
末から2003年初めにかけて、このような落ち込みから市場が
回復し、牛肉の輸入も日本の消費者による需要の回復（特に
冷蔵牛肉需要の回復）に呼応し、その結果輸入が117パーセ
ントのトリガー・レベルを超えた。これにより、2003年8月1
日に冷蔵牛肉に対してセーフガードが発動され、2004年3月3
１日までセーフガードが継続された。
2002年にABARE（オーストラリア農業資源経済局）が実施し
た調査によると、牛肉セーフガードの発動は日本経済に140
億円あるいは1億1500万米ドルの純損失、消費者に対しては
310億円あるいは2億5700万米ドルの純損失をもたらすという
試算がされた。日本の業界は損失覚悟でマージンを大幅に減
らしたため、この数字は日本のビジネスに及ぼされる影響を
含んでいない。
2003年末にはカナダと米国でBSEが発見され、それにより日
本が両国からの牛肉輸入を停止したため、2004年を通して牛
肉の対日輸入量が再び大幅に落ち込んだ。
米国産並びにカナダ産牛肉の輸入が停止されたため、2005年
度のセーフガードのトリガー・レベルは例外的に低くなる
（第一四半期のトリガー・レベルは冷蔵牛肉ので61,467ト
ン、冷凍牛肉で64,859トン）。もし、米国ならびにカナダ産
牛肉の輸入が2005年5月以前に再開すると、2005年度に冷
蔵・冷凍牛肉のセーフガードが発動されるかも知れない。も
し、米国ならびにカナダ産牛肉の輸入が2005年5月に開始さ
れると、2006年度の第一四半期に冷蔵・冷凍牛肉のセーフ
ガードが発動される可能性が有る。
オーストラリアの牛肉産業は、米国・カナダ産牛肉の輸入禁
止により、日本の牛肉需要の増大に合わせて牛肉を供給でき
るよう努力してきた。オーストラリアは、日本政府による具
体的な要求に十分応えるために、高級牛肉を日本の消費者に
確実に供給できるように務めてきた。しかしながら、オース
トラリア産牛肉（そしてその他の輸入牛肉）に対して自動的
にセーフガードが発動されることが予測されており、結局こ
のことは供給を混乱させ、消費者が支払う価格に影響を及ぼ
すこのになる。
そのような「異常な」状況のもと、セーフガードを発動する
ための法律の運用は、明らかに日本にとっても牛肉供給国に
とっても利益にならない。セーフガード条項は輸入の急増か
ら守るためのもので、米国・カナダ産牛肉の輸入再開による輸

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。

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。

関税定率法第４条第１項におい
て、輸入貨物の課税価格は、現
実支払価格に加算要素（運賃・
ＷＴＯ関税評価
保険料等）の額を加えた価格（Ｃ
協定
ＩＦ方式）とすることとしている。
また、同法第１４条第１項第１８
関税定率法
号において、課税価格の合計額
が１万円以下の物品は関税を
免除することとしている。

措置の 措置の
分類
内容

d

d

f

措置の概要
（対応策）

-

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。

-

「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。

-

課税標準を減ずることで減税
を要望するものであり、税制改
正要望となっており、規制緩和
にあたらない。

その他

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、財務
z0700051 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

総務省、財務
z0700052 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

z0700053

財務省

小額商品の課税計算に関してＣＩＦ価格
（運賃保険料込み価格）からＦＯＢ価格
（本船積み込み渡し価格）への移行

要望
管理番号

5122

5122

5122

要望事項
管理番号

51220033

51220033

51220170

19/21

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

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。
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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。

170

日本が国際配送商品の課税計算にＣＩＦ
価格を使用していることにより、配送商
品に保険料と運賃が足されている。これ
により、免税輸入限度額である１万円を
超える配送商品の数が増加する。ＦＯＢ
小額商品の課税計算に関してＣＩＦ価格
価格方式は小額商品の課税額を決定する
（運賃保険料込み価格）からＦＯＢ価格
最も公正な評価方法であり、その採用は
（本船積み込み渡し価格）への移行
税関および関税局職員の作業を軽減し、
日本への輸入コストを低減する。米国政
府は日本国政府に対し、通関の際に小額
商品の課税計算にＦＯＢ価格方式を採用
するよう要望する。

日本が国際配送商品の課税計算にＣＩＦ
価格を使用していることにより、配送商
品に保険料と運賃が足されている。これ
により、免税輸入限度額である１万円を
超える配送商品の数が増加する。ＦＯＢ
価格方式は小額商品の課税額を決定する
最も公正な評価方法であり、その採用は
税関および関税局職員の作業を軽減し、
日本への輸入コストを低減する。米国政
府は日本国政府に対し、通関の際に小額
商品の課税計算にＦＯＢ価格方式を採用
するよう要望する。
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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

課税価格の合計額が1万円以
下の物品（国内産業への影響
関税定率法第14
等を勘案して政令で定めるもの
条第18号
を除く。）については、関税を免
除する。

関税法第98条
100条
税関手数料令第
６条
構造改革特別区
域法第２５条
構造改革特別区
域法施行令第６
条

税関の執務時間外に輸出入申
告等の税関の臨時の執務を求
める場合には、税関長の承認を
受け、所定の臨時開庁手数料を
納付しなければならない。
また、平成16年年４月から構造
改革特別区域において、臨時開
庁手数料の額を２分の１に軽減
しているところである。

−

通関情報処理システム
（NACCS）の利用料金の設定に
ついては、「独立行政法人通関
情報処理センター中期目標」
（平成15年9月財務大臣指示）に
おいて、「センターの財務状況を
勘案しつつ、利用者等の意見を
聴取した上で、適切な料金設定
を行うものとする。」旨を、財務
大臣から独立行政法人通関情
報処理センターに対して指示し
ている。これを受けて、同セン
ターは、「独立行政法人通関情
報処理センター中期計画」（平
成15年9月財務大臣認可）にお
いて、「システムの利用料金の
設定について利用者及び有識
者の意見を聴取するとともに、
ホームページを通じて広く意見
を募集した上で、適切な利用料
金の設定を行います。」旨を定
めている。

措置の 措置の
分類
内容

ｆ

c

d

-

-

-

措置の概要
（対応策）

その他

税制改正要望であり、規制緩和
にはあたらない

臨時開庁は、税関の執務時間
外に輸出入通関手続等を行い
たいとする申請者の求めに応
じ、特に職員を配置して当該手
続きを行うものであることから、
これに伴い発生する行政コスト
は、受益者である申請者自身が
負担すべきとの観点から、臨時
開庁手数料を徴収している。
他方、米国においては、受益
者負担の原則を我が国以上に
重視し、執務時間内外を問わ
ず、手数料を徴収していると承
知している。受益者負担の原則
の重要性の認識は、両国に共
通するものと考える。
また、臨時開庁手数料につい
ては、平成16年度の手数料改
定において、受益者負担の原則
の下で国際物流の変化も踏ま
えつつ業務の効率化を図り、従
来の7,800円から4,100円に引き
下げており、特に構造改革特別
区域においては2,050円まで引
き下げられている。

「独立行政法人通関情報処理セ
ンター中期目標」（平成15年10
月財務大臣指示）において、「セ
ンターの財務状況を勘案しつ
つ、利用者等の意見を聴取した
上で、適切な料金設定を行うも
のとする。」旨を、財務大臣から
独立行政法人通関情報処理セ
ンターに対して指示している。こ
れを受けて、同センターは、「独
立行政法人通関情報処理セン
ター中期計画」（平成15年10月
財務大臣認可）において、「シス
テムの利用料金の設定につい
て利用者及び有識者の意見を
聴取するとともに、ホームページ
を通じて広く意見を募集した上
で、適切な利用料金の設定を行
います。」旨を定めている。

管理コード

制度の
所管官庁

z0700054

財務省

z0700055

−

z0700056

財務省

財務省

項目

免税輸入限度額

国際物流特区における時間外手数料
のさらなる低減

通関情報処理システム（NACCS）

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5122

51220171

11

5122

5122

51220172

51220173

20/21

11

11

要望主体名

米国

米国

米国

要望
事項番号

171

172

173

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

免税輸入限度額

米国政府は日本国政府に対し、関税定率
法による免税輸入限度額を1万円から3万
円へ引き上げることを要望する。この変
更により、税関およびエクスプレス会社
双方の作業が軽減され、通関手続きが合
理化される。

米国政府は日本国政府に対し、関税定率
法による免税輸入限度額を1万円から3万
円へ引き上げることを要望する。この変
更により、税関およびエクスプレス会社
双方の作業が軽減され、通関手続きが合
理化される。

国際物流特区における時間外手数料
のさらなる低減

2003年4月から開始された国際物流特区
における通関にかかる手数料の削減によ
り、日本の国際港の競争力は強化され
た。また引き続き、2004年4月より全国
的に手数料を50%削減するという日本国
政府の決定を米国政府は高く評価する。
米国は日本に対し、成長へ向け、通関手
数料をゼロにするようアクションを取り
続けることを要望する。

2003年4月から開始された国際物流特区
における通関にかかる手数料の削減によ
り、日本の国際港の競争力は強化され
た。また引き続き、2004年4月より全国
的に手数料を50%削減するという日本国
政府の決定を米国政府は高く評価する。
米国は日本に対し、成長へ向け、通関手
数料をゼロにするようアクションを取り
続けることを要望する。

通関情報処理システム（NACCS）

米国政府は通関情報処理センターが利用
者にとってより良い料金体系を設定した
過去１年の努力を歓迎するとともに、
NACCS料金体系の将来のいかなる更改に
関しても、通関情報処理センターが利用
者のコメントを考慮に入れることを確実
にすることを求める。

米国政府は通関情報処理センターが利用
者にとってより良い料金体系を設定した
過去１年の努力を歓迎するとともに、
NACCS料金体系の将来のいかなる更改に
関しても、通関情報処理センターが利用
者のコメントを考慮に入れることを確実
にすることを求める。

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

公金の取り扱いについては、そ
の性格から、取扱上の責任を明
確にし、公正の確保を期するこ
とが要求されるものである。国
のサービスへの支払のうち、使
用料・手数料などの歳入金の収
納については、国の職員である
会計法第７条第 出納官吏及び出納員、会計法
１項
（昭和22年法律第35号）及び日
本銀行法（平成9年法律第89
号）に基づき国庫金の出納を取
り扱う日本銀行（代理店、歳入
代理店を含む。）にこれを行わ
せることにより、その責任と公正
の確保を図っているところであ
る。

措置の 措置の
分類
内容

c

-

措置の概要
（対応策）

公金の性格上、取扱上の責任
を明確にし、公正の確保を期す
ることが要求されるため、国の
職員である出納官吏及び出納
員、会計法及び日本銀行法に
基づき国庫金の出納を取り扱う
日本銀行（代理店及び歳入代理
店を含む。）にこれを行わせるこ
とが適切であり、その責任と公
正の確保、収納の確実性につ
いて現行制度と比較し、同等の
ものが確保されない限り、これら
の者以外の者に取り扱わせるこ
とは、適切ではない。

その他

管理コード

z0700057

制度の
所管官庁

項目

財務省、総務 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
省

要望
管理番号

5122

要望事項
管理番号

51220174

21/21

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

米国

要望
事項番号

174

要望事項
（事項名）

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

①ビジネスによるクレジット/デビット
カードの利用と、政府サービスへの 支
払いに対するカード利用を促進。

具体的事業の
実施内容

要望理由

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）

