「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

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

当室からの
再検討要請

要望者は以下のとおり意見を提出して
いるところであるので、要望者の意図も
踏まえ、改めて検討されたい。

z0400001

総務省

〔国〕行政機関の
職員の定員に関
公務員法を改正し、国・地方公 する法律（総定
〔地方
共団体等の公務員の数と人件 員法）
公共団体〕地方
費を半分にする
自治法１７２条３
項

〔国〕（定員の総数の最高限度）
第１条第１項
内閣の機関（内閣官房及び内閣
法制局をいう。以下同じ。）、内
閣府及び各省の所掌事務を遂
行するために恒常的に置く必要
がある職に充てるべき常勤の職
員の定員の総数の最高限度
は、三十三万千九百八十四人と
する。
〔地方公共団体〕地方公務員の
職員数においては、地方自治法
１７２条３項に基づき「職員の定
数は条例でこれを定めている」と
されているところ。

〔国〕〔地方
公共
団体〕
d

-

〔国〕行政機関の定員管理の仕組みは、
総定員法が定める定員の総数規制の
下で行政需要の変化に対応したメリハ
リのある定員配置を実現するものであ
るとの回答であるが行政需要の変化に
対応したメリハリのある定員配置がされ
ていない所がある為、事実関係に基づく
別添資料を証拠として提出している。各
省庁の出先き局の下に又、出先き機関
があり地方自治体・都道府県にも縦割
組織の総合庁舎があり又、その下に市
町村がある。その間に国の特殊法人・
都道府県の特殊法人があるという仕組
みになっている。これらを国と地方自治
体二ヶ所でチェックする仕組みにすると
いう統合化で人員が半分に出来るとい
う提案である。地方公共団体は地域に
おいて様々な事務を行っている事にお
いて一律に半分するという事は出来な
いが私が16年間の経験におけるレポー
ト（総理大臣目安箱へA4で3000ページ）
通り、日本全体で地方公務員を含め半
分にし、削減した職員は民間で人件費
削減分の50%・総人件費25%で確保する
事で充分に出来る。各省庁の局長・各
地方自治体・局長・部長クラスも民間人
等含め立候補で決め,出来ない人には
交替して頂く組織にする（競争原理の導
入）期間を5年で実現させる。（能力主義
の配置）

〔国〕行政機関の定員管理の仕
組みは、総定員法が定める定員
の総数規制の下で、行政需要の
変化に対応したメリハリのある
定員配置を実現するもの
〔地方公共団体〕地方公務員の
職員数においては、地方自治法
１７２条３項に基づき「職員の定
数は条例でこれを定めている」と
されているところであり、現在に
おいても、地方公共団体が条例
で定数を半分にするという意志
を持って、条例定数を改正すれ
ば、対応は可能。ただし、地方
公共団体は地域において様々
な事務を行っているところであ
り、一律に半分にするというのは
現実的ではない。

要望者からの下記の更なる意見
を踏まえて、改めて検討し、具体的
な対応策を示されたい。

（該当制度なし）

z0400002

総務省

行政手続法に対して則則規定を
設ける

(行政手続法)

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

なお、行政手続法第35条第２項
では、行政指導が口頭でされた
場合において、その相手方から
要求があるときは、行政上特別
の支障がない限り、行政指導の
趣旨等を記載した書面を交付し
なければならないことを定めて
いる。

e

-

いかなる文書による照会に対し
ても文書による回答を義務付け
ることは、制度としての必要性、
合理性に疑問がある。
また、一般に、罰則規定を設け
るに当たっては、法令違反たる
行為が明確であり、かつ、その
可罰性等を慎重に検討する必
要がある。
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-

（該当制度なし）との回答であるが
別添資料の事実関係における提出
書類の様に現実に不作為や契約違
反（口約束）が各省庁・各地方自治
体で堂々と行われている通りであ
る。いかなる文章による照会にに対
して、文章による回答を義務付ける
要望でない事は、私の要望内容・要
望理由通りである。一般に罰則規
定を設けるに当たっては、法令違反
が明確でありかつ、その罰性等につ
いては慎重に実施する事は言うま
でもない。現状の役人天国の仕組
みになっている制度に対して、裁判
所へ罷免請求を求めないと出来な
い様な風土になっている所を改善す
る事で行政の能率や生産性は20%
アップ、民間の時間的コストも50%以
上削減される。不作為や契約違反
（口約束）が防止される事で行政改
革を提案する民間人への仕返し行
政が防止され、民主主義の本質・主
権在民・公務員は全体の奉仕者で
ある事の実現が出来る。
社会主義の長所と自由主義・効率
主義の長所を併せ持つ新しい行政
の組織風土・制度変更の提案であ
る。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400001

z0400002

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

公務員法を改正し、国・地方公共団体
等の公務員の数と人件費を半分にする

行政手続法に対して則則規定を設ける

要望
管理番号

5004

5004

要望事項
管理番号

50040010

50040014

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

10

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①組織が複
雑で人が多過ぎる為、組織をシンプルにに
し、判断に時間がかかり過ぎる事を是正し
て欲しい
②公務
員が半分になった数と人件費で民間人で出
公務員法を改正し、国・地方公共団体等の公
来る仕事は民間人に任せ競争条件を公平に
務員の数と人件費を半分にする
し公正な状況を作って欲しい
③行政改革を提案した者が仕返し行政判断
を受け不公平な競争条件で不公正な状況に
落し込まれない様にセーフティーネットを
完備して欲しい

行政手続法に対して則則規定を設ける
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(1)行政側の文章回答は、文章で回答請求
を行った案件に対して文章で回答しなけれ
ばならないとの規定を設ける（メモでも
可）
(2)上記(1)の内容
で文章で回答出来ない理由のあるものに関
しては、その出来ない理由を文章で回答し
なければならないとする規定を行政側に義
務付ける
(3)上記
(1)(2)内容を1週間以内で文章回答しない
者に対して1週間以内に人事異動を行う等
の罰則規定を設ける

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

(1)現行法で地方公共団体にしか出来ない
公共事業で民間に出来ると思われる補助金
が付いた公共事業は一定の要件を満たした
中小企業の起業家にベンチャー支援措置と
して実現させる
(2)国や地方自治体における局長や部長ク
ラスは民間人（マスコミ関係者を含め）を
採用し、行政権力を分散化させ業務効率化
と財政負担の削減を行う
(3)補助金事業の監査を行う人は民間人を
事務局長（弁護士・公認会計士・マスコミ
関係・労働会代表）にし、行政と民間人が
競争条件が公平・公正に行われているかの
監視を行う

別途資料通り、コンピューターの導入で事
務手続きが簡素化されたにもかかわらず人
員が多い為、いらない仕事を新に作り、民
営化出来る事業を遅らせている。
平成元年より、当時の建設省道路課長と
PFI事業での肥大化した公共事業を削減す
る議論を50時間〜70時間行い16年間行政に
提案・実現の努力をしてきた結果、社会福
祉法人取得まで13年間と2億円の資金を使
い取得したが、現在ではデイサービスセン
ターのみしか出来ず、内閣府等各省庁へ
PFI事業での公共事業に資金的に余裕のな
い中小企業の起業家に支援する提案を行っ
てから41ヶ月間、助成金・寄付金・政府系
金融機関の低利融資が別途資料の様に止め
られている

【別添資料】
A039
A041
A043
A051
A060
A062
A064
A068
A070
A075

(1)葉書きサイズ（複写）の回答メモの提
出する事を公務員に義務付け、協議内容・
相談内容を双方が確認が出来る事で事実確
認と民間の時間的コストを削減するように
する（5分間作業）
(2)行政を監査する所には民間の弁護士・
学識経験者・マスコミを代表する人が事務
局長になり官と官のなれ合いを防ぐ
(3)国民が主権者であり、公務員は全体の
奉仕者である事を認識する為、地方自治体
の職員が民間で行える公共事業を行う一定
要件を満たした中小企業に出向して双方の
問題点を発見や解決する策を提案し法律を
作る

(1)別途資料通り、行政手続法に則罰規定
がない為、300年前の発想「官尊民卑」と
いう組織風土が根強くIT機器の発達で事務
手続きが簡素化されたにも関らず、従来と
同じ発想で仕事が出来、身分が保証されて
いる所が問題
(2)行政
は、許認可権や助成金を出す強大な権限を
持っているにも関らず、行政手続法のその
他の自己に対して何らかの付与する処分を
求める行為を条文解釈は行政庁が諾否の権
限がある事を盾に何百時間も相談したり
100ページ以上の質問状を文章で提出した
ものまでも具体的な説明責任を求めている
国民の権限を無視する行為は、憲法違反で
ある（憲法15条・16条）
(3)国民が憲法を盾に国家賠償の行政訴訟
を起こすには、時間とお金がかかり現実問
題は解決しない。内閣府や総務省で事実関
係に基づき行政を監査する所が指導を強化
して欲しい

【別添資料】
号
A178
A182
A183

文書番号
A040
A042
A050
A059
A061
A063
A065
A069
A074

文書番
A177
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

管理コード

z0400003

z0400004

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

無線局を開設しようとする者は、
携帯電話の電波が全てのエリア
電波法第四条 総務大臣の免許を受けなけれ
に届くこと
ばならない。

コミュニティ放送（市区町村放
送）の放送免許申請にあたり、
上限一律20ワット以上の出力等
を希望する場合、その地域の実
情を審査、検討する「コミュニティ
放送検討委員会設置」を条件と
する制度の導入

電波法第６条第
７項第４号、電波
法施行規則第６
条の４第７号
放送法施行規則
別表第一号注１ コミュニティ放送局の免許等の
４、放送普及基 処分は総務省（地方総合通信局
本計画第１、１ 等）が行っている。
(1)(ｳ)
、放送用周波数
使用計画第１、１
０

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

Ｃ

-

-

措置の概要
（対応策）

無線局の免許を受けることなく
個人や団体が電波を増幅して中
継する無線局を開設した場合、
携帯電話に対する干渉を与え、
携帯電話サービスの利用に影
響を与える可能性があるため、
措置困難である。
なお、個人、団体がアンテナを
買うことについては、電波法上
に規制はない。

１ コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積
した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活
動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放
送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域におい
て、その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュニ
ティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において
当該地域に密着したきめ細かな情報の提供を促進する観点
から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空
中線電力についても放送区域の広狭にかかわらない一律の
上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を
含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市に
あっては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放
送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを
経ることなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可
能としているものである。
要望は、その前提として、コミュニティ放送についての空中線
電力の制限を緩和することを想定しているが、このようなコ
ミュニティ放送についての空中線電力の制限の緩和は、そも
そもコミュニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と
異なる規律を適用する根拠を失わせることとなり不適当であ
る。
２ 要望では、「コミュニティ放送検討委員会」の設定が提案
されているが、その機能及び性格、構成並びに選任方法が
明らかでないばかりではなく、放送を行う無線局の免許の申
請について「コミュニティ放送検討委員会」の事前審査を要
することとし、その審査を経なければ放送を行う無線局の申
請を行えないこととすることは、本来、簡易迅速な手続を設
けているものに、法令が要求する以上の手続を求めることと
なり、申請者に対して法令に基づく適正な行政手続を保障す
るという観点からも、採用しがたい。
さらに、コミュニティ放送局をはじめとする無線局の免許につ
いては、
① 周辺の無線局との間の混信を防止し、有限希少な周波
数を有効利用するためには、全国的に統一した周波数管理
を行う必要があり、国において統一的に検討・判断を行う必
要があることから、第三者機関である検討会に、このような
周波数管理に関わる事項の判断を行わせるのは不適当で
あること。
② 無線局の使用する周波数の適否を判断するためには、
全国的な周波数の割当て及びその使用状況について把握
する必要があり、さらに、これらの資料を元に混信の可能性
の有無等について検討する専門的知識を有する人員の配置

3/156

その他

当室からの
再検討要請

要望は、防犯のために携帯電話
の通じない場所をなくすことを求
めており、こうした要望の実現に
対する御省の取組状況を具体
的に示されたい。

『各市区町村において当該地域
に密着したきめ細かな情報の提
供を促進する』というコミュニティ
放送局の本来の目的からすれ
ば、放送対象地域であっても聴
取不可能、もしくは難聴地域が
存在するということは、その目的
に反すると解される。また、災害
等が発生した場合、円滑な被災
者対策を構築するためにもコ
ミュニティ放送の活用を図ること
は重要であることから、行政区
域が広大で、聴取不可能、もしく
は難聴地域に関しては、特区等
を活用することで、出力制限を
緩和することを真剣に検討すべ
きである。以上を踏まえて検討
し、具体的な対応策を示された
い。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400003

z0400004

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

携帯電話の電波が全てのエリアに届く
こと

コミュニティ放送（市区町村放送）の放
送免許申請にあたり、上限一律20ワット
以上の出力等を希望する場合、その地
域の実情を審査、検討する「コミュニティ
放送検討委員会設置」を条件とする制
度の導入

要望
管理番号

5022

5023

要望事項
管理番号

50220001

50230001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

中上清吾

北海道コミュニティ放送協議
会

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

携帯電話の電波が全てのエリアに届くこと

コミュニティ放送（市区町村放送）の放送免許
申請にあたり、上限一律20ワット以上の出力
等を希望する場合、その地域の実情を審査、
検討する「コミュニティ放送検討委員会設置」
を条件とする制度の導入
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具体的事業の
実施内容

要望理由

個人、団体でアンテナを買うことができ
る。民間の電波に関して仕事をしている業
者は、アンテナを作れるアンテナは電波増 防犯の為に携帯電話の過疎地を無くす。
幅器、電波中継器という。アンテナは検査
に合格した製品とする。

携帯電話の所持者が多く防犯に役立つと思
われる。しかし、電波の過疎地がある小学
生、中学生、ご婦人の方達の変質者に困る
被害を受ける場所は携帯電話の届かない場
所があり、通学、通勤の途中を安全圏と捉
えるのは無理がある。携帯電話の技術的に
飛躍していて信頼がおける。

コミュニティ放送の出力の上限は全国一律
20ワット。このために、北海道のように広
大な面積を有し、或いは合併によって行政
区域が広域化した市町村では、出力が弱
く、放送対象地域であっても聴取不可能、
もしくは難聴地域が存在する。しかし、上
限20ワット以上の出力で放送をした場合、
地域によっては増力に伴う諸問題が発生す
る可能性がある。ついては、増力を希望す
る場合、その可能性について、地域ごとに
審査、検討する委員会を設置することを条
件とし、同委員会の客観的事実に基づく審
査を経て増力が認められた場合のみ「一律
以上の増力を求める免許申請」を可能とす
る新たな制度の導入を要望する。これによ
り、地域の実情に合致した出力で対象地域
全域への放送が可能となり、コミュニティ
放送による地域振興がさらに図られる。

①コミュニティ放送局が上限20ワット以上
の出力で放送した場合、既存放送局との
「混信」や「新規コミュニティ放送局の開
設に支障をきたす」などの問題が発生する
可能性がある。しかし、この可能性が極め
て低い、或いは全く無いにも拘わらず、放
送対象エリアが広いなどのために出力が足
りず、その全域をカバーできない市区町村
区域が全国に存在する。ついては、増力に
伴う問題発生の可能性を地域ごとに厳密に
審査・検討する「検討委員会」の設置が必
要と考える。構成員は有識者、地元住民、
関係放送業者等で、検討項目は「混信の可
能性」「周波数の逼迫状況」「周辺地域で
の放送局開設の困難性」「過疎地域等にお
ける放送の普及・継続に対する支障」「地
域に密着した情報提供の内容」「中継局設
置等の代替手段」等。同委員会の客観的事
実に基づく検討の結果、申請（上限20ワッ
ト以上等）の妥当性が認められた場合の
み、総務省に適正な増力の免許申請ができ
る仕組みとする。これにより、地域の実情
に合致した出力で対象地域全域への放送が
可能となり、コミュニティ放送による地域
振興がさらに図られる。②現行法令では受
信状況を改善するため「中継局の設置」が
可能。しかし、地震などの災害時の倒壊や
送信所増力に比べ高コストになる場合があ
る。ついては、同項目についても検討委員
会でその実状を調べ増力の妥当性を検討す
る。

①現行の市町村区域で聴取不可能な地域に
放送ができる②災害緊急時の情報を地域全
域に放送することで、地域内の安全化がさ
らに推進される。③基幹産業の振興や教
育・福祉の向上。④域内全体の情報化の推
進。

その他
（特記事項）

●資料1「コミュニティ放送検討委員会イ
メージ図」●資料2「各地コミュニティ放
送局の放送カバー率」●資料3-1「エフエ
ムおびひろ試聴評価表」資料3-2「同参考
図」●資料4「新潟中越地震とコミュニ
ティ放送に関する掲載記事」●資料5「ラ
ジオが命綱だった」〜コミュニティFMラジ
オと防災〜抜粋●資料6「防災とコミュニ
ティ」〜日本コミュニティ放送10年史から
抜粋〜

「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

管理コード

z0400005

z0400006

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

放送法（昭和25
年法律第132号）
第32条第1項（た
日本放送協会への受信料の納
だし、受信料納
入義務の廃止
入義務ではなく、
受信契約締結義
務として規定）

選挙管理委員会の委員の数の
緩和

制度の現状

放送法第32条第1項の規定に
基づき、日本放送協会の放送を
受信することのできる受信設備
を設置した者は、同協会とその
放送の受信についての契約をし
なければならないこととされてお
り、当該契約に基づき、契約者
は、同協会に受信料を支払うこ
ととなる。

地方自治法第 選挙管理委員会は、４人の委員
181条第２項 を以てこれを組織する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

Ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

１ 我が国の放送は、受信料収
入を財源とするＮＨＫと、広告収
入等を財源とする民間放送との
二元体制の下、お互いに切磋琢
磨しつつ、着実に発展してきて
いるところ。
２ 公共放送であるＮＨＫが存在
することにより、例えば、
① 広告主の意向や視聴率にと
らわれない豊かで良い番組のあ
まねく日本全国への提供
② 放送の進歩発達への先導
や少数者向けの番組の提供
③ 放送技術における先導的な
開発
などが実現しているものと認識
している。
３ また、現行受信料制度は、財
源を広く国民全体に直接求める
ことにより、公共放送としての高
度な自主性、中立性を財政面か
ら可能とするものであり、ＮＨＫ
の財源方式として今後も引き続
き維持すべきものと考えている。
４ よって、御指摘のように、日
本放送協会と他の放送事業者と
の法的位置付けを全く同じとす
ることは、上記のようなメリットを
国民が享受できなくなる恐れが
あるため、適当ではないものと
考えている

Ⅰ

選挙管理委員会の委員の数に
ついては、合議制の執行機関た
る委員会の円滑な運営の確保と
いう観点から３人を４人とした経
緯があること等から、その数を
変更することには慎重な検討が
必要である。
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その他

当室からの
再検討要請

別紙の要望者からの更なる意見
を踏まえて、検討し、具体的な対
応策を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400005

z0400006

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

日本放送協会への受信料の納入義務
の廃止

選挙管理委員会の委員の数の緩和

要望
管理番号

5026

5030

要望事項
管理番号

50260001

50300002

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

個人

地方自治改革の会

要望
事項番号

1

2

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）

日本放送協会だけの放送があった時代であ
れば受信料の納入義務があったとしても当
然であるが、他の民間放送が自由に見れる
時代にこのような法律は納得できない。そ
もそも受像機があるというだけで、見てい
るか見ていないかも確認せずにこのような
事が正当なのだろうか。放送の内容もコ
テレビ受信機所有者の日本放送協会への受 日本放送協会と他の民間放送と法的位置付 マーシャルがないだけで、民放の内容とほ
日本放送協会への受信料の納入義務の廃止
信料納入義務の廃止
けを全く同じとする。
とんど変わらない。そういう意味でも受信
料徴収の必然性に欠けるのではないか。受
信料の中にそれとは全く関係の無いラジオ
放送やNHK交響楽団等の費用が入っている
のではないか。受信料での運営だから分か
りやすい放送が当然だがその姿勢が無い、
難解な外来語アーカイブス、アスリート、
コスチューム等を平気で使用している。

選挙管理委員会の委員の数は市においては
4人とされているが、上限或いは下限もし
くは一定の範囲を示し市町村の判断に任せ
るようにされたい。またその場合には、行
政コスト低減を図るために監査委員等に見
られるように最低人数を3人程度にされた
い。

選挙管理委員会の委員の数の緩和

6/156

行政改革により公務員の定数管理などを行
うにあたり、一般の行政職員のみならず、
非常勤の委員についても自治体独自の効率
化を図っていくことが必要だと考える。監
査委員などは２人または４人とされている 連絡はメールでお願いします。
ことからも他の委員の人数も削減可能と考
える。またこれら委員は名誉職的なものも
あると聞くので尚更削減を可能とされた
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

管理コード

z0400007

制度の
所管官庁

総務省

項目

ノーアクションレター制度の地方
公共団体が処理する事務への
拡大

該当法令等

-

制度の現状

行政機関による法令適用事前
確認手続の導入について（平成
13年３月27日閣議決定）によれ
ば、
行政機関による法令適用事前
確認手続（いわゆる日本版ノー
アクションレター制度）とは、民
間企業等が、その事業活動に関
係する具体的行為が特定の法
令の規定の適用対象となるかど
うか、あらかじめ当該規定を所
管する行政機関に文書で確認
し、その行政機関が文書回答を
行うとともに、当該回答を公表す
る手続である。
照会の対象となる法令の条項
は、民間企業等の事業活動に
係るもので行政処分に当たるも
の（地方公共団体が処理する事
務は対象外）である。

措置の 措置の
分類
内容

c

-

本閣議決定は、国の各行政機
関における法令適用事前確認
手続について規定したものであ
り、自治事務及び法定受託事務
に係る行政処分の処分権限は
各地方公共団体にあることか
ら、これらについての照会は、各
地方公共団体に対して行われる
べきものである。なお、各地方公
共団体において、本手続と同様
の趣旨・目的を有する手続を整
備することは可能である。

Ⅰ
〜
Ⅳ

名寄帳の写しの交付について
は法定化されているものではな
く(実施は市町村の任意)、その
交付対象者、交付条件等は各
市町村が独自に定めているもの
である。したがって、市町村にお
いては他の証明書等の交付と
様式などを共通化している場合
も考えられ、この場合一般の市
民にとっては、むしろ便利な側面
もあることなどから、直ちにご指
摘の申請方法等を全国的に統
一することは難しい。
また、名寄帳の様式について
は、総務省令で定められている
が、課税事務の必要に応じ適宜
補正することができるものとされ
ていることから、市町村によっ
て、当該市町村が導入したシス
テム等に対応してその様式に差
異もみられるところである。した
がって、これを統一するにあたっ
ては、既存のシステムの変更が
余儀なくされ、市町村に経費の
負担が発生することから、ご指
摘の事項について直ちに措置す
ることは困難である。

【具体的要望内容①について】
名寄帳の交付の申請方法につ
いては、法令等で定めていな
い。
また、申請書様式、手数料も定
めていない。

z0400008

総務省

土地・家屋（固定資産）の名寄せ
帳(課税台帳）の取得のための
地方税法第３８７
【具体的要望内容②について】
申請手続き、申請書類（フォー
条
名寄帳の様式については、地方
マット）等の全国統一
税法第３８７条第２項に基づき、
（固定資産課税台帳の縦覧時）
総務省令様式第２８号様式及び
第２９号様式で定められている。
ただし、市町村の必要に応じ適
宜補正することができるものとさ
れている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

措置の概要
（対応策）
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その他

当室からの
再検討要請

-

回答では、各地方公共団体にお
いて、本手続と同様の趣旨・目
的を有する手続を整備すること
は可能であるとのことであるが、
要望者より、全国の地方公共団
体で本手続と同様の趣旨・目的
を有する手続が整備されるよう
にしてほしいとの再意見をいた
だいているところである。
例えば、ノーアクションレター制
度を地方公共団体に紹介して、
各地方公共団体が独自の判断
で同様の手続を整備する環境を
つくるような措置ができないか、
改めて検討され、示されたい。

名寄を取得するにあたり、必要
な情報は限定できると思われ
る。各自治体の書式を全て統一
化を直ちに行うことは困難と思
われるが、必要な情報のガイド
ライン等を示すことにより、書式
のばらつきなどは、少なくなり、
事務処理の軽減が図られると思
われるので、見解を示されたい

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400007

z0400008

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

ノーアクションレター制度の地方公共団
体が処理する事務への拡大

土地・家屋（固定資産）の名寄せ帳(課
税台帳）の取得のための申請手続き、
申請書類（フォーマット）等の全国統一
（固定資産課税台帳の縦覧時）

要望
管理番号

5034

5036

要望事項
管理番号

50340006

50360008

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

佐藤貿易

（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

要望
事項番号

6

8

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

ノーアクションレター制度の地方公共団体が
処理する事務への拡大

地方公共団体が処理する事務でも、ノーア
クションレター制度での回答を法令を所管
する省庁あるいは、都道府県知事や市町村
町より回答していただけるようにしていた
だきたい。また、省庁のみを対象としない
で、都道府県知事や市町村長が行政処分を
行っている場合、都道府県知事や市町村長
へも照会・回答ができるように、地方分権
を認めていただきたい。

ノーアクションレター制度は、地方公共団
体が処理する事務は含まれていないが、大
臣の権限に属する事務で、都道府県知事が
事務を行うこととされているような場合、
権限は地方公共団体ではなく大臣にあるの
で、法令の所管省庁あるいは該当する都道
府県知事等を通じてノーアクションレター
制度による回答がいただけるようにその範
囲を拡大していただきたい。また、事案に
よっては、行政処分が国と地方公共団体の
両者より必要となるため、現在の制度は地
方公共団体は含まれておらず、活動を制限
されてたままである。

土地・家屋（固定資産）の名寄せ帳(課税台
帳）の取得のための申請手続き、申請書類
（フォーマット）等の全国統一
（固定資産課税台帳の縦覧時）

①郵送で申請する場合の申請方法の統一に
ついて
ex.申請書のフォーマットが自治体により
異なる（存在しない）。
ex.取得時に、各自治体により手数料の有
無が存在。（無料もあり）
②名寄せ帳のフォーマットについて
ex.各自治体により記載項目内容や表記配
列がことなり、見づらい。
ex.該当物件の所在地表示が、町名のみの
記載があり、物件所在地が判別し難い。

自社資産の評価を確認する際、各自治体に
より取得手続き、フォーマットが統一され
ていないため、確認作業が煩雑になってお
り、手続き等の簡素化を要望するものであ
ります。
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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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

地方自治法第２
４３条、地方自治
コンビニエンスストアにおける地
法施行令第１５８
総務省、厚生
方自治体との料金収納契約の
z0400009
条第１項、地方
労働省
契約自動更新
公営企業法第３
３条の２

普通地方公共団体（地方公営企
業を除く。）は、法律又はこれに
基づく政令に特別の定めがある
場合を除くほか、公金の徴収若
しくは収納の権限を私人に委任
し、又は私人をして行わせては
ならない。政令では、使用料、手
数料、賃貸料及び貸付金の元
利償還金については、その収入
の確保及び住民の便益の増進
に寄与すると認められる場合に
限り認められている。
地方公営企業は、収入の確保
及び住民の便益の増進に寄与
すると認める場合に限り、当該
業務に係る公金の徴収又は収
納の事務を私人に委託すること
ができる。

地方自治法施行
令第１５８条、地
方自治法施行令
地方自治体のCVS本部及び店 第１５８条の２第
舗の立ち入り検査の免除及び緩 ３項、地方公営
企業法第33条の
和
２、地方公営企
業法施行令第26
条の４

普通地方公共団体（地方公営
企業を除く。）の歳入のうち、使
用料、手数料、賃貸料及び貸付
金の元利償還金については、そ
の収入の確保及び住民の便益
の増進に寄与すると認められる
場合に限り、私人にその徴収又
は収納の事務を委託することが
できる。その場合において、必
要があると認めるときは、出納
長又は収入役は、当該委託に
係る歳入の徴収又は収納の事
務について検査することができ
る。地方公営企業は、収入の確
保及び住民の便益の増進に寄
与すると認める場合に限り、私
人に当該業務に係る公金の徴
収又は収納の事務を委託するこ
とができる。その場合において、
その職員に公金の徴収又は収
納の事務に関する帳簿、書類そ
の他の物件を検査させることが
できる。
出納帳又は収入役は、受託者
について、定期及び臨時に地方
税の収納の事務の状況を検査
しなければならない。

z0400010

総務省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｃ

-

-

措置の概要
（対応策）

地方公共団体は、議会の議決
により成立した予算に基づき行
政運営を行っているため、予算
の根拠のない契約を締結するこ
とができない。なお、地方自治法
第214条の規定に基づき債務負
担行為を設定すること、同法第
234条の３及び地方自治法施行
令第167条の17の規定に基づき
地方公共団体の条例により長期
継続契約を締結することなどに
より、提案の趣旨に対応するこ
とは現行制度上可能である。

私人への公金の収納委託は、
その収入の確保及び住民の便
益の増進に寄与すると認められ
る場合に限り可能であるとされ
ていることから、当該要件を担
保するための措置は必要不可
欠であり、普通地方公共団体の
必要に応じて実施される立入検
査を免除することはできない。
地方税は地方公共団体が徴
収する公金の中でもっとも大き
なものであり、反復性・定期性が
あることなどから、収納代理金
融機関並みの手続を求めている
ものであり、収納の事務が適切
かつ確実に行われていることを
確認するため、地方公共団体に
よる検査を免除することはでき
ない。
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その他

当室からの
再検討要請

-

要望者としては、業務委託契約
において、一定期間の予告付で
の自動更新を付す事により、契
約書の事務処理など軽減するこ
とが可能となる。要望者にとっ
て、各自治体と同様の契約を同
内容で締結しており、その処理
が負担となっている。地方自治
における事務処理の削減を図る
べく、各自治体に対し、長期継
続契約を締結することを推進す
るよう周知することを検討された
い。

-

要望者からの次の意見に対し、見
解を伺いたい。
『1. 検査の実施は地方自治法施行
令の第１５８条の２第３
項に規定されておりますことは了
解しました。
2. 検査について
(1)検査についてはＣＶＳへの負荷
がかからない方法でお願いしたい。
(2)検査方法については、具体的検
査要領の明記がありません。
(3)必ずしも金融機関と同様な検査
が必要とも思われません。
(4)収納代理金融機関と同様な検査
はＣＶＳには負荷が大きく人的、金
銭的に多大になるため、出来るだけ
簡素化された方法でかつ実効性が
認められる方法でお願いしたい。
3. ＣＶＳの検査方法の改善例
（１）検査期間、検査日、検査店舗
は、ＣＶＳ及び代行会社及び自治体
で協議して決める。
（２） 検査時間は２時間以内で終了
する。
（３） 収納フローの説明（紙資料又
はスライドなど）→収納フロー見学
→サンプル実査→ データとの照合
等。
（４） 検査対象は、１店舗の１日の
データとする。』

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、厚生労 コンビニエンスストアにおける地方自治
z0400009
体との料金収納契約の契約自動更新
働省

z0400010

総務省

地方自治体のCVS本部及び店舗の立
ち入り検査の免除及び緩和

要望
管理番号

5036

5036

要望事項
管理番号

50360009

50360010

要望
事項
補助
番号

要望主体名

11

（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

11

（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

9

地方自治体や地方公営企業と単年度契約し
ている。
水道・ガス料金及び地方税（自動車税・固
コンビニエンスストアにおける地方自治体との 定資産税・市県民税等）、国民健康保険料
料金収納契約の契約自動更新
等の料金収納契約を自動更新していただき
たい。
また、今後の契約についても契約自動更新
としたい。

現在、地方公営企業及び地方自治体との単
年度契約数は40を超えており、毎年、新年
度の始まる4〜5月に再契約を行うための契
約書の再作成に膨大な時間と手間がかか
る。

10

地方自治体による納付済通知書（CVS本部
地方自治体のCVS本部及び店舗の立ち入り
控）保管状況確認の立ち入り検査の免除。
検査の免除及び緩和
また、報告書に代えるなどの緩和措置。

全国47都道府県の3,000以上の市町村が公
金（水道料金、自動車税、固定資産税、市
県民税等）収納の納付済通知書（CVS本部
控）の保管状況の立ち入り検査を実施した
場合、CVS側の準備作業の負荷が大きい。
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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

管理コード

z0400011

z0400013

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

地方自治法第２
３１条、地方自治
法施行令第１５４
県立病院における使用料（医療 条、地方公営企
業法第33条の
費等）の収納方法
２、地方公営企
業法施行令第26
条の４

公務員（地方）採用の受験資格
における年齢制限の撤廃

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ー

制度の現状

地方公共団体の歳入を収入す
るときは、これを調定し、納入義
務者に対して納入の通知をしな
ければならない。また、地方公
営企業は、収入の確保及び住
民の便益の増進に寄与すると認
める場合に限り、当該業務に係
る公金の徴収又は収納の事務
を私人に委託することができる。

採用試験の受験資格は、各地
方公共団体において定められて
いる。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｅ

措置の概要
（対応策）

-

現時点において実施時期等を
示すことはできないが、今後、現
行制度の検証を含め、提案の趣
旨を十分踏まえて検討を進めた
いと考えている。

-

地方公務員の採用試験におけ
る受験資格は、法律において制
限しているものではなく、各地方
公共団体において規則等により
定めているところであり、年齢制
限が撤廃されている地方公共団
体もある。
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その他

当室からの
再検討要請

ｰ

回答では実施時期等を示すこと
はできないと記載されているが、
国立病院機構の病院でのクレ
ジットカード対応が進んでいる状
況であり、利用者の利便性確保
の観点からも早急に検討、結論
を得て対応すべきである。１７年
度までに検討、結論を得る等、
検討、結論の時期について明示
されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400011

制度の
所管官庁

総務省

項目

県立病院における使用料（医療費等）の
収納方法

要望
管理番号

5043

要望事項
管理番号

50430001

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

愛知県

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

県立病院において、医療費等の支払いにク
県立病院における使用料（医療費等）の収納 レジットカード・デビットカードによる収
方法
納が行えるように措置（法律の改正等）す
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

民間病院を始め独立行政法人国立病院機構
の病院でも医療費の支払いにクレジット
クレジットカード等による収納は、現在、
カード等が使用できる医療機関が増えてき
地方自治法上想定されていない収納方法で
ている。県立病院においても患者サービス
あり、導入ができない。
の一環としてクレジットカード等の導入を
検討したい。

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

z0400013

総務省

公務員（地方）採用の受験資格における
年齢制限の撤廃

5044

50440003

21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

社団法人全国求人情報協会

3

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

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

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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

・非常勤職員の
適切な採用につ
いて（H15.5.1人
企345人事院事
務総局人材局企
画課長通知）

z0400014

全省庁

非常勤公務員採用の際の民間
求人情報事業者の活用

・非常勤職員の
任用等の取扱い 総務省ホームページによる公募
を実施（必要に応じハローワー
について
（H13.1.6総官秘 クも利用）
第2-11号、総官
会第23号）

Ｃ

Ⅳ（秘
書課
事務
取扱）

措置の概要
（対応策）

その他

効率的な行政の実施の確保
と、採用情報への公平なアクセ
スの確保等を考慮し、新たな費
用の発生、新たな登録制度の運 本要望の実施に当たって
用に伴う行政事務の増大・規制 は、新たな予算の確保が必
要となる。
の増加、特定の民間求人情報
事業者を活用することの是非と
いう観点から、当該要望への対
応は不可。

・非常勤職員の
募集及び採用に
関する取扱い
（H15.8秘書課事
務取扱）

特定電子メールの送信の適正
化等に関する法律第２条第２号
で定義されている「特定電子メー
特定電子メール
ル」は、個人に対して送信される
総務省、経済 特定電子メールによる広告規制 の送信の適正化
広告・宣伝メールを対象としてい
z0400015
産業省
の適用除外範囲の拡大【新規】 等に関する法律
るが、「事業のために電子メール
第2条第2項
の受信をする場合における個
人」に対して送信される広告・宣
伝メールは対象としていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

d

-

従業員が会社の業務のために
使用しているメールアカウントに
広告・宣伝メールを受信する場
合、当該従業員は、当該会社の
機関として当該メールを受信し
ていることになり、特定電子メー
ルの送信の適正化等に関する
法律第２条第２号で定義する
「特定電子メール」には当たらな
い。
したがって、事業者が、その従
業員に対して、あるいはその株
式の過半数を保有する会社の
従業員に対して、さらには株式
保有関係のない他の事業者に
対して広告・宣伝メールを送信
する場合のいずれの場合も、従
業員が会社の業務のために使
用しているメールアカウントに広
告・宣伝メールを受信する場合
であれば、本法第２条第２号に
は当たらない。
なお、従業員が業務としてでは
なく個人として利用するメールア
カウントに対し、事業者が、広
告・宣伝メールを送信する場合
は、法律第２条第２号で定義す
る「特定電子メール」に該当する
こととなる。
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-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400014

z0400015

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

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

要望
管理番号

5044

5056

要望事項
管理番号

50440016

50560070

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

16

70

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

非常勤公務員の求人について、求職者に対
し広く募集機会を知らせるために、すでに
相当の実績がある求人メディアの活用を図
非常勤公務員採用の際の民間求人情報事業 る。人員の採用部署に適当な募集採用費用
者の活用
を予算化し、求人情報メディアの活用を図
る一方で、適正な求人情報メディアを選別
するための規程や業者登録制度を整備す
る。

民間の求人情報事業が拡大・一般化する中
で、これを利用する求職者に公務員の求人
情報を提供することは、今まで以上により
公平な就職機会の拡大につながる。

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

「『全国規模での規制改革要望』に対す
る各省庁からの回答について」（平成15年
７月28日）において、経済産業省は、事業
者がその株式の過半数を保有する会社の従
業員を法の適用除外とすることについて、
「事業者とその株式の過半数を保有する会
社の従業員との関係は、内部自治の問題で
あるとは言えず、同法の適用除外とするこ
とは困難である」と回答している。経済産
業省の説明によれば、「団体の内部自治」
とは人事・組織のあり方や、利益分配の方
法に関する裁量性といったものを指すとさ
れているが、そうした観点からは親会社と
親会社が実質的に支配するグループ会社の
間も十分な内部自治が働いていると見るこ
とができることから、法の適用除外とすべ
きである。とりわけ、完全子会社の場合に
あっては、実質的に親会社の一部とみなせ
るため、内部自治の観点上の問題はないこ
とから、早期に法の適用除外とすべきであ
る。
なお、このような子会社の従業員に対して
特定電子メールによる広告をしようとする
際に、受信拒否の意思表示をした個人のみ
に送信しないことはシステム上難しく、そ
の企業単位で送信することが出来なくなる
ため、同法の適用除外とすることが必要で
ある。

特定電子メールによる広告規制の適用除外
範囲の拡大【新規】
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その他
（特記事項）

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

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

消防法第10条第
４項
総務省、経済
z0400016 産業省、厚生 保安四法の一体的な保安規制 危険物の規制に
関する政令第11
労働省
条第１項第４号

消防法第10条第
４項
経済産業省、
z0400016 総務省、厚生 保安四法の一体的な保安規制 危険物の規制に
関する政令第11
労働省
条第１項第４号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

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

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

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

-

-

措置の概要
（対応策）

保安四法については、各法令の
趣旨目的により保安を確保する
ための規制が設けられていると
ころであるが、その更なる合理
化・整合化を図るため、「石油コ
ンビナートに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務
者検討委員会」における検討結
果を踏まえて、申請書類の共通
化、検討結果の相互活用等の
様々な措置を講じているところで
ある。
また、例えば屋外貯蔵タンクの
水圧試験に係る基準に関して
は、高圧ガス保安法又は労働安
全衛生法との整合化が図られて
いるところであるが、今後も他の
法令の基準によっても危険物施
設について同等以上の安全性
が確保されるときは、整合化を
図っていくこととしている。

保安四法については、各法令の
趣旨目的により保安を確保する
ための規制が設けられていると
ころであるが、その更なる合理
化・整合化を図るため、「石油コ
ンビナートに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務
者検討委員会」における検討結
果を踏まえて、申請書類の共通
化、検討結果の相互活用等の
様々な措置を講じているところで
ある。
また、例えば屋外貯蔵タンクの
水圧試験に係る基準に関して
は、高圧ガス保安法又は労働安
全衛生法との整合化が図られて
いるところであるが、今後も他の
法令の基準によっても危険物施
設について同等以上の安全性
が確保されるときは、整合化を
図っていくこととしている。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は以下のとおり意見を提出
しているところであるので、要望者
の意図も踏まえ、改めて検討された
い。
石油コンビナートに係る保安四法の
合理化・整合化促進に関する実務
者検討委員会報告書」を受けて、一
つの製油所における許可申請の実
例を基に装置を構成している設備
が殆ど例外なく２法の法令が重複
適用されていることを各省の担当官
に説明している。3省庁は、何故“対
応不可”なのか理由を説明すべきで
ある。
労働安全衛生法上、機械（例えば
圧力容器）の設置計画については
届出となっており許可制ではないと
の説明であるが、その圧力容器を
設置した者は法第３８条第３項によ
り、当該圧力容器及び配管に状況
については所轄労働基準監督所長
の検査をうけなければならないと規
定されており、罰則規定もある。こ
れは実質的な許可制そのものであ
る。また、設置者は落成検査に合格
していても、消防法上、許可申請を
出し、技術上の基準に適合しないと
設備の設置･変更はできない。この
実態は重複規制そのものである。な
お、このような規制は高圧ガス保安
法との間ではない。
性能規定化については確認してい
る。

同一機器の検査を複数の法規
に応じて重複実施するような規
制は排除されているが、管理体
制（例えば安全管理組織）など
は法規ごとに独立のものであ
る。国際競争力を強化する上で
も、これらを一体的に管理できる
よう現状の規制体系を抜本的に
見直すことが必要であると考え
る。この点について改めて検討
され、示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

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）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

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

コンビナート事業所の機器、設備は全体
で一つのシステムとして機能しており、保
安諸法はそれぞれ異なる目的と対象を有す
るものの、現状の規制はプラント全体の総
合的な保安確保の目的には必ずしもそぐわ
ないものとなっている。例えば、石油精
製、石油化学のプロセスは、貯蔵タンクを
除きほとんどが気液混合の、大気圧を超え
る状態であるため、消防法、高圧ガス保安
法または労働安全衛生法が複数適用され、
許可申請、完成検査（落成検査）、検査記
録の作成・保存等において、重複して行う
ことになっている。（高圧ガス保安法と労
働安全衛星法は運用上、適用区分されてい
る。） 「石油コンビナートに係る保安４
法の合理化・整合化促進に関する実務者委
員会」では、保安四法の重複適用を排除
し、整合化等合理化を進めるとしている
が、法改正を伴う抜本的な合理化は検討さ
れていない。申請・届出書類の様式統一に
止まらない合理化を実施すべきである。一
設備または一装置について一法令の適用と
なれば、許認可にかかる手続が簡素化さ
れ、負担が軽減される。また、事業者の国
際競争力の強化に寄与することが期待され
る。

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

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

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

総務省、経済

z0400016 産業省、厚生 保安四法の一体的な保安規制

5056

50560110

11

(社)日本経済団体連合会

110

保安法令の重複適用の排除

労働省

経済産業省、総

z0400016 務省、厚生労働 保安四法の一体的な保安規制

5067

50670001

11

省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

石油化学工業協会

1
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具体的事業の
実施内容

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

「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

管理コード

z0400017

z0400018

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

石油コンビナート
等災害防止法第
１６条第４項
石油コンビナート等災害防止法 石油コンビナート
等災害防止法施
の機能性規定化の推進
行令第８条〜第
１７条

石油コンビナート
等災害防止法第
１６条第４項
1-S型泡放射砲のリング火災へ
石油コンビナート
の適用【新規】
等災害防止法施
行令第８条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

特定事業者は、その自衛防災
組織に、政令で定めるところによ
り、当該自衛防災組織がその業
務を行うために必要な化学消防
自動車、消火用薬剤、油回収船
その他の機械器具、資材又は
設備（以下「防災資機材等」を備
え付けなければならない。

特定事業所に一定規模以上の
屋外貯蔵タンクがある場合に
は、自衛防災組織に大型化学
消防自動車、大型高所放水車、
泡原液搬送車を備え付けなけれ
ばならない

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ｃ

Ⅱ

ー

措置の概要
（対応策）

新しい防災資機材については、
「随時必要に応じた見直しを行う
等により、必要な防災能力を確
保しつつ可能な限り事業者負担
の軽減を図るよう的確に措置す
る」こととしており、新たな提案が
あれば検討することはやぶさか
でない。
なお、要望理由にある「新技術
の安全性や性能を証明するた
めの実証実験、シミュレーショ
ン、消火実績をデータをもって説
明」等を受けたことはない。

いわゆるⅠ−Ｓ型泡放射砲につ
いては、学識経験者や業界代表
者を交えた検討会において「複
数の３点セット（大型化学車、大
型高所放水車及び泡原液搬送
車）を保有する場合における２
セット目以降の大型高所放水車
との代替が可能である」と結論
を得て、平成１７年度に措置を
予定しているところである。
なお、タンクトップアングルでの
消火については、当該検討会に
おいて、「①タンク上部に防災要
員が上がり消火活動を行うこと
に対する安全性の確保、②タン
ク上部への搬送、組み立て、消
火活動を行うまでに一定の時間
を要することを勘案した場合に
おける有効な初期消火の実施
の担保、等の面において疑問が
あり、現時点においては一般的
な消火活動と言えるだけのデー
タが揃っていない」とされている
ことから、Ⅰ−Ｓ型泡放射砲のリ
ング火災への適用は認めること
はできない。
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その他

当室からの
再検討要請

ー

海外における浮き屋根タンク全
面火災、リング火災の消火実
績、消火方法については平成15
年度「石油コンビナート等防災体
制検討会」において報告してい
る。
実証試験については平成12年、
13年と２年にわたり危険物保安
技術委員会に設置された委員
会で全面火災とリング火災につ
いて審議し、審議結果に基づい
て米国で試験を行い、かつその
試験結果についての評価も委員
会で受けている。
全ての疑問に答えたとは言えな
いかもしれないが、説明を受け
たことがないというのは事実誤
認である。

ー

要望者は以下のとおり意見を提
出しているところであるので、要
望者の意図も踏まえ、改めて検
討されたい。
リング火災について、米国では
地上からの泡放射は浮き屋根
沈下の２次災害を防止する視点
から絶対禁止となっている。十
勝沖地震で浮き屋根が沈下し全
面火災になったことを踏まえれ
ば、防災要員がタンクに登り側
板上部に泡放射砲を取り付けて
消火する方法によって、浮き屋
根を沈下させることなく安全な消
火は可能と考えられる。防災要
員がタンク上部に上がり消火活
動を行う際の安全確保は当然で
あり、そのための工夫は必要で
ある。
消防自動車に比べて消火活動
を行うまでに時間を要するとの
指摘があるが、消火までに要す
る全体の時間を比較すれば、タ
ンク上部からの消火方法は圧倒
的に速効性があると思われる
（米国での実績では、泡放射砲
の平均消火時間は３分である）。
安全性や実効性からみて、消防
自動車による地上からの泡放射
法について再考すべきである。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400017

z0400018

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

石油コンビナート等災害防止法の機能
性規定化の推進

1-S型泡放射砲のリング火災への適用
【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560111

50560112

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

111

112

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

防災資機材の技術は急速に進歩してお
り、石油コンビナートの防災体制の高度化
を図るため、現在の仕様規定から性能規定
へと転換し、新技術を導入可能とすべきで
ある。
石油コンビナート等災害防止法の機能性規定
規制改革推進３か年計画(再改定)（平成
化の推進
15年３月）においても、防災資機材につい
ては、随時必要に応じた見直しを行う等に
より、可能な限り事業者負担の軽減を図る
よう的確に措置することとしており、早急
に性能規定化を進めるべきである。

新しい技術を機動的に導入しようとして
も、現行の仕様規定の下では、法の解釈や
運用において限界があり不可能となってい
る。新技術の安全性や性能を証明するため
の実証実験、シミュレーション、消火実績
をデータをもって説明しても活用できず、
技術の進歩にあわせた防災体制の高度化を
図ることができない。

防災資機材等の規定は仕様規定化されて
おり、技術の進歩に即応した新技術の導入
が極めて反映されにくい仕組みとなってい
る。安全性や性能の実証試験、シミュレー
ション、消火実績をデータで説明しても、
仕様規定を満たしていないとの理由で、新
技術を導入できないことがある。

1-S型泡放射砲のリング火災への適用【新
規】

タンクのリング火災に対し、消防自動車
で地上から放射しても、フォームダム内の
火災状況や泡投入状況が見えないため、殆
どの泡が浮き屋根に落下することとなり、 タンクのリング火災については、法令上
浮き屋根の沈下に繋がりかねないなど、効 ３点セット（大型化学消防車、大型高所放
率的な消火が困難である。
水車、泡原液搬送車）で消火するよう義務
1-S型泡放射砲は、タンクのトップアン 付けられている。
グルに設置できるため、フォームダムの火
炎に対してピンポイントの消火が可能であ
り、効率的な消火が可能となる。
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リング火災の消火に対して、1-S型泡放
射砲の使用を認めるべきである。

具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400019

z0400019

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

「危険物施設の
変更工事にかか
る完成検査等に
消防法の認定制度の範囲拡大 ついて」平成11
年３月17日消防
庁通達消防危第
22号

「危険物施設の
変更工事にかか
る完成検査等に
消防法の認定制度の範囲拡大 ついて」平成11
年３月17日消防
庁通達消防危第
22号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

例えば屋外タンク貯蔵所につい
ては、次の検査について自主検
査結果を活用した完成検査等を
実施することができる。
①
容量１，０００ｋｌ以上のタンク本
体の変更工事を除く完成検査
②容量１，０００ｋｌ以上を除くタン
クの水張試験を要する変更工事
の完成検査前検査

例えば屋外タンク貯蔵所につい
ては、次の検査について自主検
査結果を活用した完成検査等を
実施することができる。
①
容量１，０００ｋｌ以上のタンク本
体の変更工事を除く完成検査
②容量１，０００ｋｌ以上を除くタン
クの水張試験を要する変更工事
の完成検査前検査

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

近年の危険物施設に係る事故
件数の増加傾向を踏まえると、
重要な変更工事に関しては消防
機関が現地に赴き安全のチェッ
クを行うことは不可欠である。こ
のため、市町村長等が実施する
完成検査前検査や完成検査の
際に自主検査結果を活用できる
屋外タンク貯蔵所は、事故等の
発生実態及び事故発生時の被
害の重大性等の保安の観点か
ら１，０００ｋｌ未満に限られている
ものである。なお、これまでの実
績も踏まえ、認定事業所の要件
等については、安全性を損なわ
ないことを前提に見直しについ
て検討する。また、認定の際に
必要な提出資料は、当該事業所
が危険物施設の適正な保安管
理を行っていることを担保するた
めに必要なものであるが、「危険
物施設の変更工事に係る完成
検査等について」（消防危第２２
号 平成11年３月17日消防庁危
険物規制課長）により提出資料
は既存資料の活用も可として手
続を簡素化していることから、消
防本部との調整により円滑な処
理が可能であると考えている。

要望者は以下のとおり意見を提
出しているところであるので、要
望者の意図も踏まえ、改めて検
討されたい。
高圧ガス保安法に基づく認定制
度は液化石油ガスの球形タンク
も対象になっているが、タンク容
量の大小で足切りはしていな
い。自主検査を行った認定事業
所の球形タンクで事故は起きて
いない。従って、官庁検査を受
ければ事故が起きずに自主検
査の場合は事故が起きるという
判断は合理的ではない。例えば
対象タンクの条件として耐震設
計の新基準に合格し、且つ管理
が良好なタンクについては自主
検査を認め、安全管理、保守管
理の面でのインセンティブを付
与すべきである。官庁の検査だ
けが安全を保てるものではなく、
自主保安を一層活用すべきであ
る。消防機関が現地に赴いて安
全のチェックを行うことが不可欠
であれば、自主保安の実行状況
を現地に赴いて審査すべきであ
る。

-

近年の危険物施設に係る事故
件数の増加傾向を踏まえると、
重要な変更工事に関しては消防
機関が現地に赴き安全のチェッ
クを行うことは不可欠である。こ
のため、市町村長等が実施する
完成検査前検査や完成検査の
際に自主検査結果を活用できる
屋外タンク貯蔵所は、事故等の
発生実態及び事故発生時の被
害の重大性等の保安の観点か
ら１，０００ｋｌ未満に限られている
ものである。なお、これまでの実
績も踏まえ、認定事業所の要件
等については、安全性を損なわ
ないことを前提に見直しについ
て検討する。また、認定の際に
必要な提出資料は、当該事業所
が危険物施設の適正な保安管
理を行っていることを担保するた
めに必要なものであるが、「危険
物施設の変更工事に係る完成
検査等について」（消防危第２２
号 平成11年３月17日消防庁危
険物規制課長）により提出資料
は既存資料の活用も可として手
続を簡素化していることから、消
防本部との調整により円滑な処
理が可能であると考えている。

①要望内容は、認定範囲の拡
大に対する回答を求めているも
のであり、この点についての具
体的な対応策を改めて検討さ
れ、示されたい。
②ご回答では「認定事業所の要
件等については安全性を損なわ
ないことを前提に見直しについ
て検討する」とあるが、一般的な
見直し検討ではなく、現行の自
主完成検査認定事業者と他の
事業者間の事故数比較や、認
定取得前後の事故数比較を実
施し、その結果から制度の見直
しを図るべきと考えるが、その点
について検討され、示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400019

z0400019

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

消防法の認定制度の範囲拡大

消防法の認定制度の範囲拡大

要望
管理番号

5056

5067

要望事項
管理番号

50560117

50670004

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

石油化学工業協会

要望
事項番号

117

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

＜範囲の拡大＞
認定の対象を、屋外貯蔵タンクについて
は容量制限を撤廃し、完成検査、完成検査
前検査(溶接検査、基礎地盤検査）、水張
検査および保安検査まで拡大すべきであ
消防法の認定制度の範囲拡大及び自主検査 る。
の導入
＜自主検査の導入＞
さらに、上記の認定制度に自主検査を導
入すべきである。
当面の措置として、事業者の検査結果で
問題がない場合は、その時点で施設の仮使
用を可能とすべきである。

危険物施設に関する完成検査認定事業者
制度において、認定工事対象範囲を次のよ
うに拡大する。
a) タンク容量１万kl 未満までの特定屋外
貯蔵タンクを認定対象範囲に含める。
b)「製造プロセスに著しい変更をもたらす
もの又は製造施設の処理能力に著しい増加
消防法の認定制度の合理化及び適用範囲の をもたらすもの」を「製造プロセスの新設
拡大
又は製造施設の貯蔵取扱指定数量の増加が
20%を越えるもの」に変更する。
c) 上記認定対象内であれば保安距離又は
保有空地に変更を伴うものも認定制度対象
に含める。
また、事業者の検査結果で問題のない場
合、その時点で施設の仮使用を可能とする
形式とされたい。
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危険物施設に係る認定事業者制度は、石
油コンビナート等特別防災区域内等の事業
所のうち、市町村長等が、工事管理を含む
保安のための優れた体制を有することが実
績からも明らかであると認める事業所につ
いては、当該事業所が行う危険物施設の特
定の変更工事に係る完成検査又は完成検査
前検査について、当該市町村長等が当該事
業所の自主検査結果を活用して、完成検査
又は完成検査前検査を実施することができ
る制度である。
対象となる変更工事のうち、タンクにつ
いては、タンク容量1,000kl 未満に限定さ
れている。その他についても下記項目は適
用範囲外となっている。
a) 保安距離又は保有空地に変更を伴うも
の
b)製造プロセスに著しい変更をもたらすも
の又は製造施設の処理能力に著しい増加を
もたらすもの

要望理由

その他
（特記事項）

高圧ガス保安法では、所有者、管理者等
の自己責任原則の下、自主検査が認められ
ている。他方、消防法では認定事業者制度
が導入されているが、認定の範囲の狭さ
や、求められる要件、提出資料の多さから
現状ではメリットが十分とはいえない。さ
らに、事業者が検査を完了しても市町村が
交付する完成検査済書を得るまで、使用で
きない期間が長くなっている。
経済産業省、厚生労働省、消防庁で検討
された「石油コンビナートに係る保安四法
の合理化・整合化促進に関する実務者検討
会の最終報告（平成12年11月）でも、検査
機関等の相互乗り入れ、民間検査機関への
門戸開放、検査機関等の要件の共通化の方
向で検討されることとなっており、整合化
を図るべきである。

＜範囲の拡大＞
消防法の認定制度では、屋外貯蔵タンク
についてはその範囲が「完成検査」ならび
に「完成検査前検査(水張り検査)に限定」
されており、その対象も1,000kl未満のタ
ンクに制限されている。
＜自主検査の導入＞
完成検査の認定制度は、事業者自身が検
査した結果を活用し、市町村長などが合否
を判断することとされており、高圧ガス保
安法の認定制度のように、自ら検査を行っ
た事業者が判断できない。

危険物施設の保安管理には、一定要件を
備えた事業所が自ら検査を行う認定事業者
制度は極めて有効であるが、認定の範囲が
狭く、求められる要件や提出資料等が多
く、現状での制度の活用ではメリットがな
く、認定取得事業所が極めて少ない。ま
た、自主検査実施後も報告書受理まで施設
の使用が出来ないため受理待ちによるス
タートの遅れがある。
本制度の適用範囲を特定タンク等に拡充
することで、事業者のニーズに応じた最適
な時期にタンク等の施設変更や改修後の検
査を実施できるようになり、自主保安推進
による保安管理レベルの向上が図れ、また
検査待ちや報告受理待ちによる無駄な検査
費用の削減にも寄与する。

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

z0400020

総務省

引火性液体危険物の定義の見
直し

消防法

z0400021

総務省

危険物施設移設に伴う完成検
査の見直し【新規】

-

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

引火点２５０℃未満の引火点を
有する引火性液体を危険物とし
ている。

c

-

-

-

-

措置の概要
（対応策）

消防法における引火性液体の
規定のあり方について調査検討
を行った結果により、引火性液
体の引火点の上限に関し消防
法改正を行い、平成１４年６月か
ら施行されたところである。危険
物施設における火災の発生件
数や被害は、他の石油類等と比
べて第３石油類・第４石油類が
低いとは言えない状態にあり、
諸外国との地理的条件等（東海
地震等の大規模地震の発生危
険性等）の違いを勘案すると、引
火点の上限を９３度とすることは
危険物保安の観点から適当で
ない。

要望内容が具体的でなく、要望
内容の詳細が不明確な現時点
では回答できない。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は以下のとおり意見を提出していると
ころであるので、要望者の意図も踏まえ、改
めて検討されたい。
第３石、第４石も第１石、第２石同様に事故
が多いとのことであるが、明細を開示すべき
である。引火性液体である以上、一定の条件
さえ与えれば引火点の上限である250度を超
えても燃焼するものであり、重油や潤滑油が
燃えるような特殊な燃焼条件まで含めて全
国一律に規制することは国民経済的にみて
不経済、非効率である。規制には重要度、メ
リハリをつけるべきである。
引火性液体について93度を上限とすることに
ついては、国連は「物理化学的危険性」「健
康及び環境影響に関する有害性分類」「危険
有害性に関する情報伝達」の３つの視点、所
謂、化学品の危険有害性（ハザード）を基本
として議論されてきた結果をふまえたもので
ある。
地震への対応については、最大規模の地震
を想定した短周期型地震動、長周期型地震
動を予測し、被害をできるだけ小さくするため
の耐震改修を行っており、世界的に見てこれ
だけの耐震対策を施している国は他に見当
たらない。
なお、GHSは2003年７月に国連勧告発効、
2006年までにアジア太平洋地域で統一、
2008年までに世界全体がGHSで統一される
予定である。GHSの危険有害性情報伝達者
の対象者は、緊急時対応者の消防機関はも
とより事業者、消費者、輸送担当者等多くの
関係者の参加を得る情報網の構築であり、
化学物質管理に関する包括的システム確立
の基礎となるとともに、わが国全体の安全性
のレベル向上につながるものである。対応不
可とする回答の合理的な根拠を示すべきで
ある。

要望内容の詳細を確認された上
で、改めて示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400020

z0400021

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

引火性液体危険物の定義の見直し

危険物施設移設に伴う完成検査の見直
し【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560118

50560119

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

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）

118

引火性液体危険物の定義の見直し

引火性液体危険物については、国際基準
と整合化を図り、引火点の上限を93度に引
き下げるべきである。
引火点区分については、国連で製造現場
や消費段階を含む全ての段階において、世
界共通で利用できる「化学物質の分類およ
び表示の世界調和システム」の採用が決定
するなどしており、各国並に見直すべきで
ある。

世界各国（英、仏、独、蘭、米）の国内
法では、100度前後を上限として、それ以
上の引火点を有する物質に対して、引火性
危険物としては事実上規制しておらず、そ
の管理は事業者の自己管理に委ねられてい
る。
他方、わが国では、規制に伴い、石油製品
を消費する多くの産業において、貯蔵、製
造、流通、管理等のコストが嵩み、負担と
引火点の上限設定については、250度以
なっている。昨年度要望に対しては、｢日
上の引火性液体危険物は非危険物とされて
本における危険物保安の観点」から上限引
いる。
き下げは困難とされているが、その根拠は
不明確である。
わが国も参加している国連のシステム
「ＧＨＳ 化学物質の分類及び表示の世界
調和システム」も2008年に採用が決定して
おり、危険物施設の火災事故と一般の火災
事故の発生件数を比較し、また地震対策な
どの安全対策の推進状況を勘案しつつ、制
度の国際整合化を図ることが望まれる。

119

移設前に完成品検査済証が発行されてい
る危険物対象設備は、事前に各種の申請書
危険物施設移設に伴う完成検査の見直し【新
類を提出しており、完成検査の短縮を図る
規】
とともに、検査対象項目を見直し、迅速な
再稼動を可能とすべきである。

危険物施設を移設する場合、移設前に検
査済証を発行されていても、変更に伴う検 使用中の危険物対象施設を移設する場
査済証の発行を受けるまで生産ができな 合、市町村長等が行う完成検査を受け、技
い。しかしながら、検査期間は地域により 術上の基準に適合していると認められた後
違いが大きく、円滑な生産に支障をきたし でなければ、使用することができない。
ている。
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「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

管理コード

z0400022

z0400023

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

消防法第１０条、
危険物の規制に関する政令によ
第１１条
危険物一般取扱所の許認可に
危険物の規制に り技術上の基準は定められてい
おける基準の統一【新規】
関する政令第９ る。
条、第１９条

消防法第１０条、
第１１条
移動タンク貯蔵所（タンクロー
リー）の最大ハッチ容量の緩和 危険物の規制に
関する政令第１５
【新規】
条第１項第３号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

すでに国際海事機関が採択した
危険物の運送に関する規程に
定める基準に適合するものにつ
いて規定の適用除外の特例が
認められている。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｄ

-

-

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

危険物製造所等の設置、変更
の申請においては、その製造所
等の位置、構造及び設備が危
険物の規制に関する政令の技
術上の基準に適合しているとき
は、許可を与えなければならな
いことになっており、基本的には
地域差は生じてないと考えてい
る。なお、許可申請時の提出書
類についても、危険物の規制に
関する規則において、様式及び
添付書類について定めている。

地方公共団体の裁量による上
乗せ、横出しが行われないよう
周知を図ることについて具体的
に検討され、示されたい。

移動タンク貯蔵所の４，０００㍑
ごとの間仕切については、すで
に国際海事機関が採択した危
険物の運送に関する規程に定
める基準に適合するものについ
て規定の適用除外の特例が認
められている。

回答では間仕切りについて適用
除外の特例が認められていると
されているが、要望内容はハッ
チ毎の容量制限の緩和により容
量選択を可能とすることであっ
て、間仕切板の廃止ではない。
現在一般的に使用されているタ
ンクローリーの性質条件をふま
え、ハッチ毎の容量制限(現行
4KL）を緩和し、6kl、8kl、10klな
ど、選択が可能となるよう改めて
検討され、示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400022

z0400023

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

危険物一般取扱所の許認可における基
準の統一【新規】

移動タンク貯蔵所（タンクローリー）の最
大ハッチ容量の緩和【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560120

50560121

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

120

121

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

一般取扱所の位置、構造および設備の基
準については、消防法ならびに危険物の規
制に関する政令に定められたものであるこ
危険物一般取扱所の許認可における基準の とを確認し、同一の基準に基づいて許可が
統一【新規】
行われるよう指導するとともに、提出書類
についても明確にし、地方公共団体の裁量
による上乗せ、横出しが行われないよう徹
底すべきである。

許可基準の地域間格差が生じるととも
に、申請先によって求められる提出資料の
内容が異なる結果、過大な負担が生じてお
り、競争上の不公平が生じている。

危険物一般取扱所の認可・変更について
は、消防法ならびに危険物の規制に関する
政令において、当該施設の位置、構造およ
び設備に関する基準が定められている。し
かし、申請先の自治体の裁量によって、提
出を求められる書類が異なっている。

タンクローリーのハッチについては、最
大容量を現在の４klから拡大すべきであ
る。

イギリス、オランダ等EU諸国では、４kl
以上のハッチが可能となっており、わが国
において４klに限定すべき理由はない。
ハッチ最大容量の緩和により、タンク
ローリー車体の軽量化による燃費改善、荷
役作業時間短縮による配送効率の向上、荷
役作業工程数の減少による荷役トラブルの
抑制等の効果が期待される。

規制緩和の進展により、現在タンクロー
リーの最大積載容量は最大30klまでとなっ
ているが、各ハッチの最大容量は、最大積
載容量が20klであった時と同じ４klとなっ
ている。このため、ハッチ数の多さ（最大
８ハッチ）が荷役時間の長期化に繋がり、
効率的な荷役作業を阻害することとなって
いる。

移動タンク貯蔵所（タンクローリー）の最大
ハッチ容量の緩和【新規】
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400024

z0400025

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

消防法第14条の
３、第14条の３の
２
危険物の規制に
関する政令第８
条の４第６項
危険物の規制に 特定屋外タンク貯蔵所にあって
関する規則第62 は、液体危険物タンクの底部の
板の厚さに関する事項及び液体
条の５
タンク底板溶接部検査の省略
「危険物の規制 危険物タンクの溶接部に関する
【新規】
に関する政令及 事項の検査を行わなければなら
び消防法施行令 ない。
の一部を改正す
る政令等の施行
について」昭和52
年３月30日消防
庁通達消防危第
56号

消防法第１１条
第５項
危険物施設の変更の際の非変
更部分に係る仮使用許可申請 危険物の規制に
関する規則第５
の廃止【新規】
条の２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

製造所等を構成する部分のうち
危険物以外の物質を貯蔵し、又
は取り扱う部分（非対象設備）の
変更を行う際は、位置又は消火
設備若しくは警報設備に変更を
生じないものについては変更の
許可を要せず仮使用の申請も
必要ないこととされている。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

-

措置の概要
（対応策）

屋外貯蔵タンクからの漏えい事
故は、金属材料の腐食劣化によ
るもの、地震等の外部応力によ
るもの等が考えられ、今後発生
が予想されている大規模地震等
における応力集中によるタンク
破壊の要因となる可能性を有す
る溶接部欠陥についての検査を
省略することはできない。なお、
保安検査時においては、溶接部
欠陥が毎年発見されている現状
にある。

その他

当室からの
再検討要請

要望者は以下のとおり意見を提出しているところであるの
で、要望者の意図も踏まえ、改めて検討されたい。
「消防庁危険物技術基準委員会」において、以下の検討結
果が報告されている。
１．繰り返し低ひずみ範囲下の隅角部の亀裂進展性解析
初期亀裂（深さ1.5ｍｍ,長さ４ｍｍ）が先在する隅角部につ
いて、2倍の降伏歪に相当する繰り返し曲げ荷重に対する亀
裂進展解析を実施し、破断回数は1000回以上であることが
確かめられている。
２．繰り返し高ひずみ範囲下の隅角部の亀裂進展性解析
隅角部T型試験片を用いた亀裂進展曲げ試験及び繰り返
し高ひずみを受ける隅角部隅肉溶接止端部アニュラ板の亀
裂進展則の解析結果、破断回数は最低のものでも53回であ
る。
３．隅角部の経年変化を考慮した亀裂進展性解析
初期亀裂（深さ1.5mm、長さ4mm）が存在し、2倍の降伏歪
相当の繰り返し曲げを10回/年負荷し、同時に当該部外面
から0.1mm/年で減肉するとしたケース、及び当該部外面か
ら0.1mm/年で減肉、1倍の降伏歪相当の繰り返し曲げ（ア
ニュラー板厚の減少に従って線形的に増加する繰り返し曲
げ）を10回/年負荷するケースでも、破断寿命は100年以上と
算定され、亀裂進展より腐食速度に依存する。
４． 底板突合せ継ぎ手の経年変化を考慮したと亀裂進展性
解析
底板に初期亀裂（深さ3mm、長さ6mm）が存在し、2倍の降
伏歪に相当する繰り返し引っ張りを10/年負荷し、同時に当
該部外面から0.1mm/年で減肉するとした時、破断寿命は75
年〜80年程度と算定され、亀裂進展速度（0.1mm/年）に依
存している。0.5mmで減肉する時は、破断寿命は16年程度と
算出され、減肉速度の影響は大きい。破断寿命は亀裂の進
展より腐食減肉に依存していることが確認されており、消防
庁の説明は科学合理性に欠ける。
なお、保安検査において溶接部欠陥が発見されているとの
ことであるが、有害な傷はどのような評価を基に判断してい
るのか、またその欠陥は繰り返し疲労によるものなのか、製
作時の欠陥であるのか明確化すべきである。

ｄ

-

製造所等を構成する部分のう
ち、危険物を貯蔵し、又は取り扱
う部分の変更と併せて危険物以
外の物質を貯蔵し、又は取り扱
う部分（非対象設備）の変更を行
う際には、位置又は消火設備若
しくは警報設備に変更を生じな
いものについては、当該部分に
ついての変更の許可を要せず、
変更工事中に当該部分を使用
する場合にも仮使用の申請は必
要ないこととされているところで
ある。
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要望内容は、非変更部分につい
ていの仮使用承認申請の廃止
を求めているものであり、この点
についての具体的な対応策を改
めて検討され、示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400024

z0400025

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

タンク底板溶接部検査の省略【新規】

危険物施設の変更の際の非変更部分
に係る仮使用許可申請の廃止【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560122

50560123

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

122

123

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

タンク底板溶接部検査の省略【新規】

タンクの保安検査、内部点検は、底板溶
接部の検査についてはタンク製作時または
１度実施すればよいものとし、底板の厚さ
に関する検査のみとすべきである。

当該施設のうち変更を伴わない部分につ
いては、施設の変更申請時に、工事期間中
危険物施設の変更の際の非変更部分に係る に講じる火災予防上の措置についてあわせ
仮使用許可申請の廃止【新規】
て審査することとし、仮使用許可申請は不
要とすべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

消防庁の「特定屋外タンク貯蔵所の開放
周期の算定方法に関する調査検討委員会」
で明らかになったように、タンクの安全性
については、腐食の速度の方が割れの進展
より支配的である。
応力集中部に生じた割れが進展してタン
クを貫通するに至るまでの時間は、地震や
通常の油の出し入れに伴う累積損傷疲労を
考慮して破壊力学的に計算しても、100年
要するとの結果が得られている。

タンクの底板溶接部については、開放検
査ごとに磁粉探傷試験を実施することとさ
れている。また、溶接線については、ほぼ
全線（側板とアニュラ板の内側溶接継手、
３枚重ね溶接継手及び三重点突合せ溶接継
手）についてコーティングを剥離し、検査
を行うこととなっている。

施設の変更を行う際、高圧ガス保安法、
労働安全衛生法では、当該部分の変更のみ
の申請を行い、変更を伴わない部分につい
ては引き続き使用することが可能となって
いる。消防法についてのみ、仮使用許可申
請の承認が求められるのは合理的でなく、
制度間の整合性を確保すべきである。

危険物施設の変更工事に際しては、変更
申請を行うが、申請後は完成検査を受ける
まで、当該施設全体が使用できなくなるた
め、施設のうち変更部分以外を使用するた
めには、仮使用許可申請を行い、市町村長
などの承認を得る必要がある。

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

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

当室からの
再検討要請

電力線搬送通信については

z0400026

総務省

２ＭＨｚから30ＭＨｚの短波帯を
利用する高速電力線搬送通信
（Power Line Communication）の
商用化に向けた、関係法令の早
期改正

電波法第１００
条、電波法施行
規則第４４条及
び第４６条、無線
設備規則第５９
条及び第６０条、
平成１６年総務
省告示第８７号

２〜３０MHｚの周波数帯を使用
する電力線搬送通信設備は、そ
の漏えい電波が既存の航空･船
舶の重要通信や短波放送の受
信等に影響を与える可能性があ
ることから、漏えい電波の低減
技術を検証するための実験を行
うものについて認められている。

ｂ

Ⅲ

電力線搬送通信については、平成１４
「実験の結果が得られれば、
年に開催された「電力線搬送通信設備 当該結果の公開、幅広い関係
に関する研究会」において、実環境実験 者が参加する検討などを通じ 要望者からの下記の更なる意見を踏まえて、検討し具体的
対応策を示されたい。
の結果等を踏まえ、「現時点において
て漏えい電波を大幅に低減す 総務省の回答では、「幅広い関係者が参加する検討などを
は、電力線搬送通信設備の使用周波数
るための技術の検証などを行 通じて漏えい電波を大幅に低減するための技術の検証など
によって実用上の問題がないことが確認されれば、関係法
帯を拡大することは困難であるが、今
令改正についての見通しが立てることが可能となるものと考
い、電力線搬送通信設備の使
後、漏えい電波を大幅に低減するため
えられ、現在実施されている漏えい電波低減技術に関する
用周波数帯拡大に伴う実用上
研究開発の結果に期待しているところである。」としている。
の技術の開発が期待されることから、研
の問題がないことが確認され しかし、「e-Japan重点計画−2004」(平成16年6月15日 IT
究開発等を継続することが必要」とさ
戦略本部決定)の政府方針の下で、総務省は高速電力線通
れ、本年３月よりデータ取得等に必要な た段階で技術的条件の策定な 信の推進の主体となるべきであり、「研究開発の結果に期
ど活用方策の検討を行うこと」 待」するのではなく、関係法令改正に至るスケジュールの作
実験が実施されている状況にある。
成を急ぐべきである。
この実験の結果が得られれば、当該
としているところであり、要望 また、「その他」では、当会が関係法令改正までのスケ
結果の公開、幅広い関係者が参加する 元である経団連に対して要望 ジュールを示すことを求める要望についてスタンスが変わっ
たように捉えている。
検討などを通じて漏えい電波を大幅に の趣旨等について質問を行っ しかし、当会の回答は、総務省の「要望提出の趣旨は、現
時点において既に漏えい電波を大幅に低減するための技術
低減するための技術の検証などを行
た。
い、電力線搬送通信設備の使用周波数 当初の要望では『総務省は、 が確立し、実用上の問題がないことが確認され、直ちに関係
法令改正の手続きを開始すべきであるということなのか」と
帯拡大に伴う実用上の問題がないこと
実証実験の結果を得た後、技 いう質問に対して、「実証実験の結果を得た後、実用上の問
題がないことが確認されたもの」の関係法令改正までのスケ
が確認された段階で技術的条件の策定
ジュール作成を求めていると回答したものである。
など活用方策の検討を行うこととしてい 術的条件の策定など活用方 当会は、現在、高速電力線通信推進協議会が実験データ
策の検討を行うとしているが、 を取りまとめて、間もなく総務省に提出する予定であることを
る。
この幅広い関係者が参加する検討な 関係法令改正までの具体的な 踏まえて、「本年3月より実施されているデータ取得等に必要
な実験」で実用上の問題がないことが確認されたものについ
どを通じて漏えい電波を大幅に低減す スケジュールを示し、早急に商 てスケジュールの作成を求めているのである。「幅広い関係
るための技術の検証などによって実用 用化に向けた手続きを進める 者が参加する検討」で実用上の問題がないことが確認され
たものについてスケジュールの作成を求めているわけでは
上の問題がないことが確認されれば、 べきである。』としていたが、頂 ない。当会の、関係法令改正までのスケジュール作成を直ち
関係法令改正についての見通しを立て いた回答では『実証実験の結 に求めるスタンスに変わりはない。
更に、「実験実施者が実験データを取りまとめた結果、住宅
ることが可能となるものと考えられ、現 果を得た後、実用上の問題が 内利用を先行させて検討したいとの要望があれば、そのよう
在実施されている漏えい電波低減技術 ないことを確認されたものにつ な要望に応じた検討を行うことは可能であると考える。」と回
答している点について、住宅内利用の具体的な時期目標を
に関する研究開発の結果に期待してい
いては、速やかに、総務省に 設定するべきである。
るところである。
求めるスタンスに変わりはない。更に、「実験実施者が実験
なお、実験実施者が実験データを取り 於いて、早急の商用化の実現 データを取りまとめた結果、住宅内利用を先行させて検討し
たいとの要望があれば、そのような要望に応じた検討を行う
を目指すための、関係法令改
まとめた結果、住宅内利用を先行させ
ことは可能であると考える。」と回答している点について、住
て検討したいとの要望があれば、そのよ 正に至るスケジュールを作成 宅内利用の具体的な時期目標を設定するべきである。
うな要望に応じた検討を行うことは可能 することを規制改革要望として
求めている。』とのことであっ
であると考える。

た。

z0400027

総務省

小電力セキュリティシステムの
無線局は、家庭、事務所、工場
内等における火災、盗難、その
他非常時の通報等の情報を、無
小電力セキュリティシステムに係 電波法施行規則
線を用いて収集し、電気通信回
る無線局の電気通信回線設備 第６条第４項第３
線設備を介して離れた場所にお
号
への接続前提の排除【新規】
いて、監視・制御することを目的
とした無線システムであり、電気
通信回線に接続することを前提
としている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

Ⅲ

電気通信回線の接続前提の排
除については、現在の電波利用
環境への影響を検討し、支障が
ある場合には必要な条件等を設
け、所要の手続きを経て措置す
ることとする。
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要望は、電気通信回線設備と
の接続前提を排除し、他の小電
力無線機器と同様に電気通信
回線設備への接続を行なわな
い場合の業務も認めることを求
めているものであり、この点につ
いての具体的な対応策を更に検
討され、示されたい。また、上記
を踏まえた実施時期について、
その時期となる理由も含め具体
的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400026

z0400027

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

２ＭＨｚから30ＭＨｚの短波帯を利用する
高速電力線搬送通信（Power Line
Communication）の商用化に向けた、関
係法令の早期改正

小電力セキュリティシステムに係る無線
局の電気通信回線設備への接続前提
の排除【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560128

50560129

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

128

129

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

２ＭＨｚから30ＭＨｚまでの周波数帯を
用いる高速電力線搬送通信の商用化を早期
に認めるべきである。総務省は、実証実験
２ＭＨｚから30ＭＨｚの短波帯を利用する高速 の結果を得た後、技術的条件の策定など活
電力線搬送通信（Power Line
用方策の検討を行うとしているが、関係法
Communication）の商用化に向けた、関係法 令改正までの具体的なスケジュールを示
令の早期改正
し、早急に商用化に向けた手続を進めるべ
きである。なお、商用化においては、漏洩
の影響が少ない住宅内利用を先行させるべ
きである。

家庭内の電力線の高速通信への活用は、
既存のインフラである屋内電線を利用する
ことから、新たな通信線を敷設する必要が
なく、家庭内の各コンセントからのブロー
ドバンドアクセスが可能となるなど、国家
的課題である国民への早期のブロードバン
ド普及に大きく貢献することが期待され
る。また、その利便性から、高速電力線通
信に対する国民の期待も高まってきてい
る。高速電力線通信は早期のブロードバン
ド環境の実現や、デジタルデバイドの解消
にも大きく貢献可能であり、実用化に向け
ての早期の法整備は国民的課題である。電
力線搬送通信の使用が認められている現行
の周波数帯（10ｋHzから450ｋHz）では、
百数十キロビット／秒程度の低速度しか実
現できないが、2MHｚから30MHzの周波数帯
を用いた高速電力線搬送通信では、最大
200メガビット／秒程度を実現する可能性
がある。「e-Japan重点計画-2004」（平成
16年６月15日 ＩＴ戦略本部決定）におい
ては、「世界最高水準の高度情報通信ネッ
トワークの形成」の中で「家庭内の電力線
の高速通信への活用」が盛り込まれてい
る。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』
に対する各省庁の取組み状況について」
（平成16年９月13日 内閣府規制改革・民
間開放推進室）においては、「実験データ
の取得が行われつつある現段階で、検討開
始時期等具体的なスケジュールを設定する
ことは、実験実施者に不要な制約を加える
ことになり不適当であると考える」とあ
る。しかし、早期のブロードバンド普及、
デジタルデバイド解消に向け、商用化の目
標時期を明確にする必要がある。

電力線搬送通信は、無線設備規則第59条
により、10ｋHzから450ｋHzの周波数帯に
限定されているため、低速度しか実現でき
ない。
平成16年１月26日の総務省告示第87号
（電波法無線設備規則第59条及び60条の但
書）により、２MHｚから30MHｚの周波数帯
を利用した、漏洩電界強度の低減技術を検
証するための、高速電力線搬送通信の実験
のみが可能となっている。

電気通信回線設備との接続前提を排除
小電力セキュリティシステムに係る無線局の
し、他の小電力無線機器と同様に電気通信
電気通信回線設備への接続前提の排除【新
回線設備への接続を行なわない場合の業務
規】
も認めるべきである。

セキュリティニーズの増加に対し、学校
やマンションでの防犯など同一構内で自営
設備として完結する小電力セキュリティシ
ステムを認めることで、警備員が常駐する
ようなシステムでも、火災、盗難、その他
非常の通報での利用を可能にすることがで
きる。上記のようなシステムは既設の建築
物に後付けする場合が多く、有線による工
事では制約が多い。一方で、無線を用いた
早急な解決を望む要望が増加している。
またこの場合は、不要な電気通信回線設
備との接続機能を無線局に搭載しなければ
ならないうえ、電気通信回線設備としての
申請や電気通信回線設備への接続も必要と
なり、利用者に多大なる負担を強いること
になる。
昨今、パーソナルコンピュータを介し
て、様々な処理をした後で電気通信回線設
備に接続したいとの要望が増えているが、
上記を含め本前提により煩雑なシステム構
成を余儀なくされている。
一方、他の小電力無線機器は電気通信回
線設備に接続するものを含むという定義と
なっており、接続する場合に具備すべき条
件が別途郵政省告示第424号等に規定され
ている。小電力無線システムも同様の扱い
とすることは容易に変更可能と判断でき
る。

小電力セキュリティシステムは特定小電
力無線局と異なり、電気通信回線設備に接
続し、電気通信回線設備に通報することを
前提としたシステムとなっている。そのた
め、使用方法が限定され、同一構内におけ
る自営設備としての通報等の用途に利用し
にくい状況となっている。
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400028

z0400029

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

電波法第四条第
微弱無線局については、発射す
一号
ウルトラワイドバンド(ＵＷＢ)に対
る電波が著しく微弱な無線局と
応した周波数利用(3.1GHz〜 電波法施行規則
して、無線局免許が不要となっ
第六条
10.6GHz)の規制緩和
ている。

電波法第38条の
33
特定無線設備の
特定無線設備に係る技術基準
技術基準適合証
適合自己確認制度の適用範囲
明等に関する規
の拡大
則第2条第2項、
第39条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

無線設備の製造業者又は輸
入業者は、特定無線設備のうち
他の無線局に混信等の妨害を
与えるおそれが少ないもの（特
別特定無線設備）について、そ
の工事設計が電波法第３章で
定める技術基準に適合している
ことを、自ら確認することができ
る。
技術基準適合自己確認が行
われ、製造業者等により表示が
付された特別特定無線設備は、
登録証明機関による証明又は
認証を受けた特定無線設備と同
様に、免許不要、簡易な免許手
続、包括免許等の適用が可能と
なる。
特別特定無線設備の対象機
器については電波監理審議会
の審議・答申、パブリックコメント
を経て決定される。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

UWBについては、平成14年9
月より情報通信審議会において
UWB無線システムの技術的条
件について審議を行っていると
ころ。本年3月にとりまとめた中
間報告では、パブリックコメント
において、放送事業者、携帯電
話事業者、電気事業連合会等
から慎重に検討すべきとの意見
が提出され、ITU-R等における
国際的な検討との整合性を図り
ながら引き続き検討が必要であ
るとされている。
現在、ITU-Rにおける検討で
は、FCCの基準よりかなり低い
許容送信電力が議論されてお
り、また、欧州（CEPT）において
も、現在パブリックコメントを実施
している報告書案では、FCCの
基準よりかなり低い許容送信電
力が示されている。
このため、今後もITU-R等にお
ける国際的な検討と整合を図る
よう、UWB無線システムの導入
について、慎重な検討が必要で
あると考える。

国際的な検討との整合性も重要
であることは十分認識している
が、規制改革・民間開放推進３
か年計画では、本年度に検討・
結論とされていることから、御省
として閣議決定に反しないよう本
年度中に結論を出すべきであ
る。また、ＣＥＰＴのみに影響され
ることなく、ＦＣＣの動向や米国
市場における活用状況に鑑みな
がら規制緩和を図るべきであ
る。こうした見解を踏まえて検討
し、具体的施策を示されたい。

Ⅲ

技術基準不適合機器の使用は、人命
の安全等に関わる重要通信に重大な影
響を及ぼすおそれがあり、また、無線設
備の場合は一般的に干渉源の特定が
難しい。したがって、技術基準適合自己
確認の対象となる特別特定無線設備
は、無線設備の技術基準、使用の態様
等を勘案して、他の無線局の運用を著
しく阻害するような混信その他の妨害を
与えるおそれが少ないものに限定され
ている。
技術基準適合自己確認の対象となる
無線設備は、米国でも少数に限定され
ており、ほとんどの無線設備は第三者
による認証を必要としている。また、欧
州等における類似の制度においても、
第三者機関の一定の関与を必要として
おり、欧米においても慎重に制度を運用
しているところである。したがって、我が
国においても、無線設備の製造業者等
の利便性と消費者（無線利用者）の保
護の双方を考慮することとし、理由もな
くまず全ての特定無線設備を対象範囲
とすべきとの考え方を採用すべきではな
いと考える。
対象範囲については、技術基準適合
自己確認制度が本年１月２６日に施行
されたところであり、「規制改革・民間開
放推進３か年計画」（平成１６年３月閣
議決定）を踏まえ、今年度以降、当該制
度の法令遵守の状況、市場における技
術基準不適合設備の発生状況、登録証
明機関が行う審査に持ち込まれた無線
設備の技術基準への適合状況等の結
果も勘案し、検討を行い、平成１８年度
までに一定の結論を得ることとしてい
る

要望者からの下記の更なる意見
を踏まえて、検討し具体的対応
策を示されたい。
総務省の回答における、「今年
度以降、当該制度の法令遵守
の状況、市場における技術基準
不適合設備の発生状況、登録
証明機関が行う審査に持ち込ま
れた無線設備の技術基準への
適合状況等の結果も勘案し、検
討を行い、平成18年度までに一
定の結論を得る」としている部分
は「『全国規模の規制改革・民間
開放要望に対する各省庁の取
組み状況について』」(平成16年9
月13日 内閣府規制改革・民間
開放推進室」における回答と全く
変わっていない。
しかし、当方は「技術基準適合
自己確認制度を導入した時点に
おける、技術基準適合自己確認
制度の対象を定めた基準及び
その根拠となったデータ」と「現
時点における検討結果」の公表
と、「平成18年度以前に前倒しし
て結論を出す」ことを求めている
のである。
よって、総務省の回答は当方
の要望に対する回答になってい
ない。この点を踏まえて回答さ
れたい
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400028

z0400029

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

ウルトラワイドバンド(ＵＷＢ)に対応した
周波数利用(3.1GHz〜10.6GHz)の規制
緩和

特定無線設備に係る技術基準適合自
己確認制度の適用範囲の拡大

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560130

50560131

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

130

131

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

3.1GHz〜10.6GHz帯においてUWB用途に微
弱電波を使えるように、放射電力密度を
FCC規則パート15（FCC:米国連邦通信委員
会）と同等の-41.3dBm/MHzまで引き上げる
べきである（放射電力密度を-41.3dBm/MHz
まで引き上げることは、電波法施行規則に
おいては距離３ｍでの電界強度を毎メート
ル500マイクロボルトまで引き上げること
に相当する）。

ＵＷＢとは、比帯域が20％以上あるいは
絶対値で0.5ＧＨｚの帯域幅を占有する無
線通信である。ＵＷＢは新たな周波数の割
当が不要であり、限られた電波を有効活用
できる。ＵＷＢはパーソナルコンピュータ
の周辺機器と無線で通信ができるなど、ユ
ビキタスネット社会の実現に向け大きな役
割を果たしうる。ＵＷＢ無線システム委員
会中間報告（平成16年３月24日）において
は、「ＩＴＵ−Ｒ、ＩＥＥＥ等における検
討状況を踏まえつつ、国際的な検討の整合
を図ることが必要。
また、技術的な検討によって得られた結果
等については、ＩＴＵ−Ｒの勧告等に反映
していくべきである。」とされている。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』
に対する各省庁の取組み状況について」
（平成16年９月13日 内閣府規制改革・民
間開放推進室）においては、「国際的な検
討動向を踏まえつつ、引き続き慎重な検討
を行っている」とある。
米国FCCにおいては、2002年２月に3.1GHz
〜10.6GHzの周波数帯がUWB用途に開放さ
れ、放射電力密度が-41.3dBm/MHz以下であ
るＵＷＢのシステムが定められた。日本に
おいてもユビキタスネット社会の実現に向
けて、米国に遅れをとらないよう、早期に
ＵＷＢを利用できるように規制緩和するべ
きである。

3.1ＧＨｚ〜10.6ＧＨｚの周波数帯にお
いてＵＷＢを利用するには微弱電波として
扱うことになるが、電波法施行規則第６条
第１項において、322ＭＨｚから10ＧＨｚ
における距離３ｍでの電界強度は毎メート
ル35マイクロボルト以下に制限されている
ため、ＵＷＢの実用化にとって十分な通信
距離が確保できない。

特定無線設備全てを技術基準適合自己確
認制度の対象とするべきである。技術基準
適合自己確認制度の対象から除外されてい
る特定無線設備については、除外されてい
る理由となる客観的なデータを開示し、正
当な理由がない場合には、公正・透明に除
特定無線設備に係る技術基準適合自己確認 外対象から外すべきである。
制度の適用範囲の拡大
具体的には、現在、特定無線設備の技術
基準適合自己確認制度の対象は、携帯電
話、PHS端末機、コードレス電話及びデジ
タルコードレス電話に限定されているが、
これら以外の特定無線設備全てを技術基準
適合自己確認制度の対象とするべきであ
る。

「『全国規模の規制改革・民間開放要
望』に対する各省庁の取組み状況につい
て」（平成16年９月13日 内閣府規制改
革・民間開放推進室）において、本要望に
対し、「今年度以降、当該制度の法令遵守
の状況、市場における技術基準不適合機器
の発生状況、登録証明機関が行う審査に持
ち込まれた無線設備の技術基準への適合状
況等の結果も勘案し、検討を行い、平成18
年度までに一定の結論を得る」としてい
る。
しかし、この回答は技術基準適合自己確
認制度の対象からの除外理由の説明になっ
ていない。技術基準適合自己確認制度を導
入した時点における、技術基準適合自己確
認制度の対象を定めた基準及びその根拠と
なったデータを公表されたい。その上で、
現時点における検討結果を公表し「平成18
年度」以前に前倒しして結論を出すべきで
ある。

特定無線設備で技術基準適合自己確認制
度の対象となるのは、現在、総務省令で特
別特定無線設備として定められている携帯
電話機、PHS端末機、コードレス電話及び
デジタルコードレス電話のみに限定されて
いる。

ウルトラワイドバンド(ＵＷＢ)に対応した周波
数利用(3.1GHz〜10.6GHz)の規制緩和
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400030

z0400031

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

電気通信事業法
第63条、第64
条、第65条
端末機器の技術
基準適合認定等
に関する規則第
41条、第42条、
第43条
電気通信機器に係る技術基準
適合自己確認制度における届 電波法第38条の
33、第38条の
出の廃止
34、第38条の35
特定無線設備の
技術基準適合証
明等に関する規
則第39条、第40
条、第41条

電気通信機器の技術基準適合
認証に係る認証取扱業者、及
び、技術基準適合自己確認制
度における届出業者の検査記
録の作成・保存義務の撤廃

電波法第38条の
25、第38条の34
特定無線設備の
技術基準適合証
明等に関する規
則第35条、第40
条
電気通信事業法
第57条、第64条
端末機器の技術
基準適合認定等
に関する規則第
37条、第42条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

製造業者又は輸入業者は、技
術基準適合自己確認をしたとき
は、技術基準適合自己確認を
行った特定端末機器／特別特
定無線設備の種別、設計／工
事設計確認の方法等、総務省
令で定める事項を総務大臣へ
届け出ることができる。

認証取扱業者は、その取り扱う
端末設備／特定無線設備が、
設計／工事設計に合致すること
を、それぞれ設計認証／工事設
計認証を受けた確認の方法に
基づき検査し、その検査記録を
保存しなければならない。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

技術基準適合自己確認を行った
電気通信機器について、技術基準
不適合機器が現れた場合、他の電
気通信機器に不具合を引き起こし
たり、有線及び無線のネットワーク
の広い範囲にわたって甚大な悪影
響を及ぼす可能性があることから、
迅速かつ確実に当該機器の製造業
者、機種等を特定し、国として必要
な措置を講じる必要がある。このた
め、届出によって、届出を行った者
の名称、機器の種別及び主な諸
元、検証結果の概要等、必要最小
限の情報が求められているもので
ある。
また、消費者保護の観点から、技
術基準適合自己確認が行われた事
実に関する情報を国が消費者に提
供できるようにすることにより、消費
者が安心して電気通信機器を利用
できる環境の維持を図ろうとするも
のである。
なお、要望理由において、「技術
基準不適合機器が流通した場合に
は、基準不適合機器と製造者を公
表し、製造者に罰則を課すこともで
きる。」とされているが、上述のとお
り、技術基準不適合機器が現れた
場合に、まず必要なことは、悪影響
を最小限に抑えるために迅速かつ
確実に機種等を特定し、国として必
要な措置を講じることであり、これを
可能ならしめるようにしておく必要が
ある

Ⅰ

設計／工事設計認証を受けた
電気通信機器又は技術基準適
合自己確認を行った電気通信
機器について、技術基準不適合
機器が現れた場合、設計／工
事設計認証後又は技術基準適
合自己確認後、実際に製造され
た製品について、設計／工事設
計合致義務が満たされていたか
どうかを事後的に検証できるよう
にするため、検査記録の作成及
び保存が必要とされているもの
である。
要望理由においては、検査記
録の作成及び保存の必要性に
ついて、総務省と同じ見解が示
されているが、これを義務として
課すことにより、制度的に担保し
ておくものである。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者からの下記の更なる意
見を踏まえて、検討し具体的対
応策を示されたい。
総務省の回答では、届出が必
要な理由として、「悪影響を最小
限に抑えるために迅速かつ必要
な措置を講じる」ことを挙げてい
る。
しかし、実際には現品を確認
すればメーカーを特定でき、迅
速かつ必要な措置は可能である
ので、届出が「悪影響を最小限
に抑える」ということにはならな
いと考えられる。
この点を踏まえて回答された
い。

要望者からの下記の更なる意
見を踏まえて、検討し具体的対
応策を示されたい。
総務省の回答では、「実際に
製造された製品について、設計
/工事設計合致義務が満たされ
ていたかどうかを事後的に検証
できるようにするため、検査記録
の作成及び保存が必要とされて
いる」とある。
しかし、この目的を達成するた
めには、技術基準適合自己確
認時のデータを見ることで十分
に足りるのであり、検査記録の
作成・保存義務を課すことは不
要であると考える。
技術基準適合自己確認制度
の、自己責任を重視する観点か
らも、検査記録の作成･保存義
務を廃止すべきである。この点
を踏まえ、回答されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400030

z0400031

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信機器に係る技術基準適合自
己確認制度における届出の廃止

電気通信機器の技術基準適合認証に
係る認証取扱業者、及び、技術基準適
合自己確認制度における届出業者の検
査記録の作成・保存義務の撤廃

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560132

50560133

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

132

133

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

技術基準適合自己確認制度における届出
を廃止すべきである。
電気通信機器に係る技術基準適合自己確認
なお、廃止に至る間においても、検証の際
制度における届出の廃止
に用いた測定器等、届出の記載事項の大幅
な削減を行うべきである。

技術基準自己確認制度の下では、企業が
製品の品質に対する全責任を負っている。
総務省は届出により必要な情報を把握する
必要があるとしているが､現実には届出の
様式のチェックだけで､技術的なデータは
チェックされることがないので、届出自体
が不要である。「『全国規模の規制改革・
民間開放要望』に対する各省庁の取り組み
状況について」（平成16年９月13日 内閣
府規制改革・民間開放推進室）において、
総務省は、「自己確認が行われた機器に関
する情報を国が提供することにより、消費
者が安心して端末機器や無線設備を利用で
きる環境の維持を確保する」として、「消
費者保護」を理由に届出が必要としてい
電気通信機器の技術基準適合自己確認制
る。しかし、不適合機器が流通していて
度においては、届出を行わなければならな
も、現品確認でメーカーを特定して行政措
い。
置が可能であり、届出情報によりあらかじ
め機器の情報を把握する必要性は乏しい｡
技術基準不適合機器が流通した場合には、
基準不適合機器と製造者を公表し、製造者
に罰則を課すこともできる。このような市
場を監視する事後チェックにより、消費者
保護は十分に図れ、「消費者保護」は届出
を課す理由にはならない。この点、ＥＵに
おけるＲ＆ＴＴＥ指令では届出は不要とさ
れており、日本もその事例にならうべきで
ある。また、不要な届出項目及び届出事項
の変更における煩雑さが技術基準適合自己
確認制度の普及を阻害している面もあり、
届出が廃止される間においても、早急に記
載項目の削減が必要である。

電気通信機器の技術基準適合認証に係る認
技術基準適合認証に係る、認証取扱業者
証取扱業者、及び、技術基準適合自己確認 及び技術基準適合自己確認の届出業者の検
制度における届出業者の検査記録の作成・ 査記録の作成・保存義務を撤廃すべきであ
保存義務の撤廃
る。

①登録認定/証明機関を経由して技術基準
適合認定の設計認証を行う場合において
は、検査記録の作成・保存義務を課すこと
は妥当でない。なぜなら、企業は製品の品
質管理に全ての責任を負っており､不適合
機器が市場に流通した場合に備えて自ら必
要な検査記録を作成・保存しているからで
ある。もし検査記録を作成･保存せず、裁
判等で責任が問題となった場合、不利なの
は企業側である。②平成15年の電波法・電
気通信事業法改正により技術基準適合自己
確認制度が導入されたことは、企業の自己
責任を重視する観点に基づくものである。
その観点からは、企業は製品に対する自己
責任の下で検査記録を作成・保存するので
あり、作成・保存義務を課すことは不要で
ある。検査記録を作成・保存しない場合に
企業側が不利なのは①と同様である。総務
省は「『全国規模の規制改革・民間開放要
望』に対する各省庁の取組み状況につい
て」（平成16年９月13日 内閣府規制改
革・民間開放推進会議）において、「技術
基準不適合機器に対する迅速な原因究明及
び所要の措置を講じることを可能にする」
「技術基準不適合機器が発生し、妨害防止
命令や妨害等防止命令を発する場合のため
に検査記録の保存義務が必要である」とし
ているが、上記の理由により企業は自ら検
査記録を作成･保存しており、作成・保存
義務を課すことは不要である。また、技術
基準不適合機器が発生した場合はまず現品
確認を行うことで行政上の措置が可能にな
るため、消費者保護は図れる。
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端末設備、特定無線設備の技術基準適合
認証においては、登録認定/証明機関を経
由した認証取扱業者も、技術基準適合自己
確認の届出業者も、検査を行い、その検査
記録を作成して、検査の日から10年間検査
記録を保存することが義務付けられてい
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

管理コード

z0400032

制度の
所管官庁

総務省

総務省、法務
z0400033 省、経済産業
省

項目

該当法令等

制度の現状

端末設備の利用者が、その端
末設備を電気通信事業者の設
備に接続するには、当該電気通
信事業者の接続の検査を受け
電気通信事業法
た後、接続し使用することが原
第52条、第69
則である。ただし、その端末設
端末設備の接続の技術的条件
条、電気通信事
備が、当該電気通信事業者が
の廃止
業法施行規則第
総務大臣の認可を受けて定める
32条
技術的条件に適合している場合
は、接続の検査を行うことなく、
利用者は接続し、使用すること
ができる。

電子署名及び認証業務に関す
る法律においては、特定認証業
務（その方式に応じて本人だけ
電子署名及び認
が行うことができるものとして主
電子申請における属性認証の 証業務に関する
務省令で定める基準に適合する
法律施行規則第
統一的な方策の提示
電子署名について行われる認
６条第８号
証業務）の任意的認定制度を設
けている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

d

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

端末設備の接続に関する技術
上の規格のうち、電気通信設備
の損傷防止及び他の利用者へ
の迷惑防止の観点からの必要
最低限の基準に限っては、ネッ
トワーク全体の安定的な運用を
図るため、技術基準として国が
定めることとしている。
ただし、新サービスのように過
渡的なものに係る場合について
は、その迅速なサービス提供を
可能とするため、電気通信事業
者自らが定めたものについて
も、申請の上、総務大臣の認可
を得ることにより端末設備の接
続の技術基準の一部とみなすこ
ととしている。このように「技術的
条件」の認可制度は、国が定め
るべき技術的基準と同等の効果
を電気通信事業者が自ら定める
「技術的条件」にも与えている制
度であり、必要なものである
なお、現行制度下において、
技術的条件の認可及びその後
に行われる登録認定機関での
認定業務は速やかに行われて
おり、技術的条件の存在が電気
通信事業者の迅速なサービス
提供の障害となるとは認識して
いない。

-

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

当室からの
再検討要請

要望者からの下記の更なる意
見を踏まえて、検討し具体的対
応策を示されたい。
総務省の回答では、「技術的
条件の認可及びその後に行わ
れる登録認定機関での認定業
務は速やかに行われており、技
術的条件の存在が電気通信事
業者の迅速なサービス提供の
障害となるとは認識していない」
とある。
しかし、当方は、「技術的条件
には自己確認制度の適用が認
められないこと」による障害につ
いて述べているのである。総務
省の回答には「自己確認制度」
についての言及が全くない点に
おいて、総務省の回答は当方の
要望に対する回答となっていな
い。この点を踏まえて、回答され
たい。

要望者からの下記の更なる意
見を踏まえて、検討し具体的対
応策を示されたい。
資格認証および代理人による
申請について検討しているとの
回答であるが、当会が求めてい
るのは、法人の代表者以外の従
業者等が電子申請を行う場合の
属性認証についての統一的な
方策の提示である。
また、｢地方公共団体に対する
電子申請においても、代理人に
よる申請が可能となるよう、政府
としてその取り組みを促進して
いくことが重要である｣とされて
いるが、地方公共団体において
も国と同様の措置が講じられる
よう、政府が責任を持って取り組
むべきである。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400032

制度の
所管官庁

総務省

項目

端末設備の接続の技術的条件の廃止

総務省、法務
電子申請における属性認証の統一的な
z0400033 省、経済産業 方策の提示
省

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560134

50560135

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

134

135

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

端末設備の接続の技術的条件の廃止

技術的条件を廃止し、既存の技術基準で
担保できない条件については、民間の任意
規格に委ねるべきである。

法人の従業員等が電子申請を行う場合の
属性認証に関する国としての統一的な方策
電子申請における属性認証の統一的な方策 を提示すべきである｡その上で、地方公共
の提示
団体に対する電子申請についても、国と同
様の措置が講じられるようにすべきであ
る。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

民間の任意規格に委ねることによって端
末設備の円滑な接続が可能となる。総務省
は技術的条件と技術基準には異なる存在意
義があり、技術的条件があることによって
「新サービスのように過渡的なものに係る
場合については、その迅速なサービス提供
が可能になる」としているが（「全国規模
の規制改革・民間開放要望」に対する各省
庁の取組み状況について 平成16年９月13
日 内閣府規制改革・民間開放推進室）、
技術的条件には自己確認制度の適用が認め
られないため、企業による迅速なサービス
提供の障害となりかねない。
電気通信事業者、製造業者、試験事業者
等が試験方法を協議し、民間の任意規格と
して作成公開し、それへの適合性を確認す
れば、技術的条件は不要である。

自己確認制度の対象は技術基準の定まっ
た機器だけであり、技術的条件については
第三者認証を受けることとなっている（電
気通信事業者が検査の省略を公示したもの
は除く）。

書面による申請においては、法人の代表者で
はなく、従業員等による手続が行われている場
合がある。一方､電子的手段による申請におい
ては、代表者以外の申請者の法人における属性
を証明できないため、あらゆる手続において代
表者の電子署名が必要となり、法人の公印管理
部門の負担も大きくなることから、電子申請の
積極的な利用が妨げられている。手続の内容に
よっては、代表者以外の者の電子署名があれば
足りると考えられるものもあることから、その
ような手続については、書面による申請と同
様、従業員等による手続を行うことが可能とな
るよう、企業の従業員等の属性を証明する手段
に関する統一的な方策が示されるべきである。
これに関連して、「『e-Japan重点計画-2004』
(案)に対する意見及びそれらについての考え
方」(平成16年６月15日 IT戦略本部資料)にお
いて、「政府においては、医師、弁護士等の資
格保有等の電子的手段による証明の検討と併せ
法人の従業員等が電子申請を行う場合の
て、企業の従業員等の属性認証についても検討
しているところ」とされているが、具体的な検 役職、所属等の属性認証について統一的な
討スケジュールを明示すべきである。
方策が示されていない。
また、同資料において、「地方公共団体独自
の申請手続については、それぞれの団体の判断
に委ねられる」とされているが、「電子政府構
築計画(改定)」(平成16年６月14日 各府省情
報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)において
は、電子政府構築の原則の一つとして、「独立
行政法人、地方公共団体、国会、裁判所等国の
行政機関以外の機関との連携協力により、国民
の利便性・サービスの向上等を総合的・一体的
に推進する」とされているところであり、国・
地方の緊密な連携による行政手続の情報化に向
けた取組みの一環として、地方公共団体に対す
る電子申請についても、国と同様の措置が講じ
られることとすべきである。なお、「評価専門
調査会第二次中間報告書」(平成16年9月10日
IT戦略本部資料)においても、「オンライン申
請や届出の際、企業の従業員等の属性を確認す
る手段について、統一的な施策を示すべきであ
る」とされている

「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

管理コード

z0400034

z0400035

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

①電子署名に係
る地方公共団体
公的個人認証サービス制度の の認証業務に関
する法律（第１５
利便性向上 【新規】
３号）第５条
②-

制度の現状

①電子署名に係る地方公共団
体の認証業務に関する法律に
おいては、電子証明書の有効期
間を３年間と定めている。
②電子証明書発行申請の受付
日、受付時間については法令で
定めているものではないが、全
国の市町村窓口の業務時間帯
等を勘案し、平日の午前８時３０
分から午後５時３０分となってい
る。

地方自治法第２
地方公共団体の財産は一定の
地方公共団体の保有する財産 ３７条第３項、第
場合に普通財産である土地に
２３８条の５第２
に係る信託の容認【新規】
限って信託することが出来る。
項

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

①c
②c

ｃ

-

Ⅰ

措置の概要
（対応策）
①電子証明書の信頼性は、秘密鍵の唯
一性、電子署名に用いられる暗号技術
の安全性等に由来することから、一定
の有効期間を定めることが求められると
ころであり、有効期間が長期間になるほ
ど、秘密鍵の危殆化等が生じるリスクが
高くなることから、有効期間を３年間と
定めている。これを更に長くすることは
秘密鍵の危殆化等が生じるリスクを高
めることになることから、適当でない。
②公的個人認証サービスの認証事務を
４７都道府県知事が指定認証機関に委
任していること、また、電子証明書の発
行にはリアルタイムによるシステム上の
処理が必要であることから、全国の市
町村窓口における電子証明書発行申請
の受付日・時間は、全国の市町村窓口
の業務時間帯や指定認証機関における
システム運用の状況を考慮して決める
必要がある。現在の受付日・時間は、全
国の市町村窓口に概ね共通すると考え
られる業務時間帯とともに、電子証明書
の発行以外に必要な日次・週次・月次
等のバッチ処理等（失効処理、失効情
報の作成処理、各種集計処理等）の認
証事務全般に必要なシステム運用に要
する時間を勘案して定められているもの
である。現在の受付日・時間を拡大する
ことは、電子証明書の発行以外の処理
に要するシステム運用に支障を来すお
それがあるとともに、更に一部の市町村
に限った拡大であればシステムの効率
的な運用を損ねることになるものである
ことから、困難である。（なお、本件は住
民基本台帳ネットワークの共通運用時
間帯とは関係のないもの。）

地方公共団体の財産は、住民
からの税金等を原資とするもの
であり、法律上特別に認められ
た方法、手続によって安全かつ
確実に管理する必要があるこ
と、信託を行うと一時的にであれ
信託財産の所有権が受託者に
移転することから、その場合の
法律上の問題点、社会に与えう
る影響等を慎重に検討する必要
があるため、引き続き慎重に検
討をしていきたい。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者からの下記の更なる意
見を踏まえて、検討し具体的対
応策を示されたい。
公的個人認証サービスにおけ
る電子証明書の有効期間と申
請手続時間の延長は、共に利
用者の利便性向上に資するもの
と考えられるので、実現に向け
た検討を継続していただきた
い。

回答では、法律上の問題点、社会に
与えうる影響等を慎重に検討する必要
があり、対応不可とされているが、以下
の諸点について回答いただきたい。
① 一部の地方公共団体において、その
保有する金銭債権あるいは普通財産で
ある土地・建物について、ローン・パー
ティシペーション方式あるいはセル＆
リースバック方式により、流動化、証券
化を行い、資金調達を実施している実
例が存在するところ、同等の経済的効
果を実現することのできる信託方式が
認められない理由について明確にされ
たい。
② 昭和６１年５月３０日付「地方自治法
の一部を改正する法律等の施行につい
て（通知）」では、地方公共団体が保有
する普通財産である土地（又はその定
着物）を信託に係る信託受益権の取得
又は処分については、慎重に取扱うこと
とすべきである、とされている。斯かる
通知を前提とした場合、国有財産につ
いては、普通財産である土地（及びその
定着物）の信託に係る信託受益権につ
いては譲渡が可能であり、かつ譲渡し
た場合には信託契約の解除ができない
こととなっているところ、地方公共団体
の保有する財産について、これとは異な
る規律を定めていることとなるが、斯様
に規律を違えている理由を明確にされ
たい。あわせて、上記通知の現状にお
ける取扱いを明確にして頂きたい。
③ 「引き続き慎重に検討していきた
い。」としているところ、検討の場、検討
内容及び検討終了の目途について、明
確にされたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400034

z0400035

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

公的個人認証サービス制度の利便性
向上 【新規】

地方公共団体の保有する財産に係る信
託の容認【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560136

50560138

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

136

138

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

公的個人認証サービス制度の利便性向上
【新規】

①電子証明書の有効期間を５年間に延長す
べきである。
②電子証明書の発行申請の受付日、受付時
間の拡大を可能とすべきである。

地方公共団体が保有する財産のうち、普
通財産以外の財産についても信託を可能と
地方公共団体の保有する財産に係る信託の すべきである。また、その場合に（普通財
容認【新規】
産の信託も含めて）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べ
きである。

36/156

具体的事業の
実施内容

要望理由

①住民基本台帳カードの有効期間が10年で
あるのに対し、公的個人認証サービスにお
ける電子証明書の有効期間が３年となって
いることから、住民基本台帳カードの有効
期間内に３回の更新申請手続が必要とな
り、制度を利用する国民の負担を増大させ
ている 。公的個人認証サービスにおける
電子証明書の有効期間を５年間に延長すれ
ば、住民基本台帳カードの有効期間中の更
新を１回で済ますことが可能になり、国民
負担の軽減、制度の普及促進につながるも
のと思われる。
なお、「電子署名及び認証業務に関する
法律施行規則」第6条4号においては、電子
証明書の有効期間は、５年を超えないもの
であることとされている。②住民基本台帳
ネットワークの運用時間、業務開始手続等
については、都道府県知事、市町村長及び
指定情報処理機関が相互に密接な連携を図
り、計画を定めることとなっているが、現
在、市町村での広域サービス提供の窓口時
間帯が、住民基本台帳ネットワークの共通
運用時間帯として全国統一されているた
め、それ以外の時間帯に公的個人認証サー
ビスの申請をすることができない。市町村
における広域サービス提供の窓口時間帯外
に申請手続をすることが可能になれば、国
民の利便性が向上し、制度の普及にも役立
つと考えられる。

①地方公共団体においても、資金調達の多
様化のニーズは高まってきているところ、
流動化、証券化を目的とした信託の設定が
可能となることにより、当該ニーズを充足
することが可能となる。
②地方公共団体の資金調達手段の多様化が
図られることは、地方の自主的な財政運営
に資するものであり、また、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。
③なお、地方公共団体が有する財産を流動
化、証券化のために信託することは、地方
公共団体にとって当該財産に係るリスクを
解放するために行うものであり、地方公共
団体の健全な財政運営にも資するものであ
る。

その他
（特記事項）

①平成16年１月29日にサービスが開始され
た公的個人認証サービスにおいて、電子証
明書の有効期間が、発行の日から起算して
３年とされている。
②市町村での広域サービス提供の窓口時間
帯が、住民基本台帳ネットワークの「共通
運用時間帯」として全国統一されている。

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
分けられるが、地方自治法により、普通財
産以外を信託することは認められていな
い。
普通財産の信託についても、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、地方公共団体は公用又は公
共用に供するために必要が生じたときは信
託期間中であっても信託契約を解除できる
ものとされている。

「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

管理コード

z0400036

z0400036

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

全省庁

〔国〕中小企業庁からの依頼に
より、契約書上に、信用保証協
国・地方自治体向け金銭債権の 〔国〕民法第４６６ 会及び中小企業信用保険法施
〔地方 行令第１条の２に規程する金融
証券化等に係る債権譲渡禁止 条
機関に対し売掛債権を譲渡する
自治体〕特約の解除【新規】
ことを明記している。
〔地方自治体〕-

全省庁

〔国〕中小企業庁からの依頼に
より、契約書上に、信用保証協
国・地方自治体向け金銭債権の 〔国〕民法第４６６ 会及び中小企業信用保険法施
〔地方 行令第１条の２に規程する金融
証券化に関する債権譲渡禁止 条
機関に対し売掛債権を譲渡する
自治体〕特約の解除
ことを明記している。
〔地方自治体〕-

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

−

〔国〕現状譲渡することを認めて
いる金融機関等の他、特定目的
会社及び特定債権等譲受業者
に対して、債権譲渡禁止特約の
解除を平成１７年度からの実施
に向けて検討中
〔地方自治体〕地方自治法上、
提案にある取組を阻害する要因
はない。

（国）
平成１６年度中に、債権譲渡禁
止特約の解除の対象となる契約
の拡大（リース契約等）及び譲渡
対象者の拡大（特定目的会社
等）について検討し、結論を得る
ことについて回答いただきたい。

−

〔国〕現状譲渡することを認めて
いる金融機関等の他、特定目的
会社及び特定債権等譲受業者
に対して、債権譲渡禁止特約の
解除を平成１７年度からの実施
に向けて検討中
〔地方自治体〕地方自治法上、
提案にある取組を阻害する要因
はない。

（国）平成１６年度中に、債権譲
渡禁止特約の解除の対象となる
契約の拡大（リース契約等）及び
譲渡対象者の拡大（特定目的会
社等）について検討し、結論を得
ることについて回答いただきた
い。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

制度の
所管官庁

項目

z0400036

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

z0400036

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

管理コード

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

144

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

債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格要
国の機関及び地方自治体向けの金銭債権
件の障害となっている。このような状況を
については、譲渡禁止特約が付されている
改善するため、経済産業省などの一部の国
ため、当該金銭債権の証券化等を行うこと
の機関においては、既に債権譲渡禁止特約
ができない。
の解除が行われている。

34

各省庁及び地方自治体において、統一的か
国・地方自治体向け金銭債権の証券化に関 つ早急に債権譲渡禁止特約の解除の対象と
する債権譲渡禁止特約の解除
なる契約（リース契約等）及び譲渡対象者
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。
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「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

管理コード

制度の
所管官庁

国土交通省、
z0400037 財務省、総務
省、警察庁

項目

該当法令等

地方税法第１５１
条の２、第１５２
条、
自動車保有関係手続のワンス 第４４７条第１項
及び第２項、第６
トップサービスの対象拡大
９９条の１１等、
地方税法施行規
則第１６条

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

（ア）自動車保有関係手続のワンストップサービスの稼働に
ついては、システムの安定稼働や関係機関の対応状況を勘
案し、平成１７年１２月から新車新規登録手続から開始する
こととしている。また、移転・変更手続等については、運用
面・体制面でさらに検討が必要となるため、新車新規登録の
運用状況等を踏まえて順次拡大することとしている。
(1)②納税証明書に代わる電子化の検討
継続検査のＯＳＳ申請時においては、これまでの納税証明
書の提示に代えて電子的に納税確認が行えるよう仕組みを
構築しているところ。また、ＯＳＳ基盤の活用により出頭申請
時においても納税確認の電子化が可能となることから、実現
に向けて関係機関と所要の検討を進めていくこととしてい
る。
(2)自動車取得税・自動車税の納付手続等の電子化及び電
子化に向けた手続の簡素化
ＯＳＳ申請に係る納付手続きについてはＭＰＮによる電子納
付の仕組みを構築しているところ。

現在、自動車保有に関する手
続は、警察署、税事務所、運輸
支局の各行政機関に出向き申
検査対象軽自動車についてワンストップサービス化する際
（ア）b （ア）Ⅰ 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
請手続等を行う必要がある。
システムを構築する必要がある。また、全国で約3,000団体
e−Ｊａｐａｎ重点計画2002にお
の市町村の中には、電算化していない市町村もあり、電算
いて、国民負担の軽減及び行政 （イ）ｄ （イ）− 化している市町村もそれぞれが独自に異なるシステムを構
築し課税事務を行っているためにそれぞれのシステムをワン
ストップサービスに対応させるため改修などの対応が必要で
事務の効率化を図るため、ワン
ある。さらに、市町村は人口規模・検査対象軽自動車の台数
ストップサービスのシステム実現
等の実態に大きく差異があるため、ワンストップサービスの
運用に係る経費等を考え、軽自動車税収入額に対するコス
が位置付けられている。
トを低くするためにも、登録自動車での進捗状況や安定状況
を踏まえてから調整することとしているところである。以上に
より、登録車と同時期の実施は不可能である。
（イ）二輪の自動車及び二輪の軽自動車についてはOSSグ
ランドスケジュールにおいてワンストップサービスの対象に
はされておらず、今後、対象とするには登録自動車での進捗
状況や安定状況を踏まえてから調整するべきもの。

その他

当室からの
再検討要請

ワンストップサービスについて、
①回答では「新車の新規登録を
対象とした自動車保有関係手続
き」以外のワンストップサービス
については平成20年を目途に段
階的に実施とあるが、具体的な
検討時期について示されたい。
②軽自動車のワンストップサー
ビスについて、具体的な検討時
期について示されたい③原付に
ついてもワンストップサービスの
対象化が要望されているが、こ
の点について改めて検討された
い。

原動機付自転車の保有に関する手続については、市町村
以外の行政機関への届出等はなく、市町村の税担当窓口に
対して軽自動車税に係る申告と課税標識の交付を一体の手
続として一回で完結するものとなっており、自動車保有手続
に関するワンストップサービスの対象には含まれない。

国土交通省、
z0400037 財務省、総務
省、警察庁

地方税法第１５１
条の２、第１５２
条、
自動車保有関係手続のワンス 第４４７条第１項
及び第２項、第６
トップサービスの対象拡大
９９条の１１等、
地方税法施行規
則第１６条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

現在、自動車保有に関する手
続は、警察署、税事務所、運輸
支局の各行政機関に出向き申
請手続等を行う必要がある。
e−Ｊａｐａｎ重点計画2002にお
いて、国民負担の軽減及び行政
事務の効率化を図るため、ワン
ストップサービスのシステム実現
が位置付けられている。

b

Ⅰ

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。
検査対象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。また、全国で約3,000団体の市町村の中には、
電算化していない市町村もあり、電算化している市
町村もそれぞれが独自に異なるシステムを構築し
課税事務を行っているためにそれぞれのシステム
をワンストップサービスに対応させるため改修など
の対応が必要である。さらに、市町村は人口規模・
検査対象軽自動車の台数等の実態に大きく差異が
あるため、ワンストップサービスの運用に係る経費
等を考え、軽自動車税収入額に対するコストを低く
するためにも、登録自動車での進捗状況や安定状
況を踏まえてから調整することとしているところであ
る。以上により、登録車と同時期の実施は不可能で
ある。
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ワンストップサービスについて、
①回答では「新車の新規登録を
対象とした自動車保有関係手続
き」以外のワンストップサービス
については平成20年を目途に段
階的に実施とあるが、具体的な
検討時期について示されたい。
②軽自動車のワンストップサー
ビスについて、具体的な検討時
期について示されたい③原付に
ついてもワンストップサービスの
対象化が要望されているが、こ
の点について改めて検討された
い。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

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

要望理由

その他
（特記事項）

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
自動車保有関係手続のワンストップサービス
税に係る行政と所有者の有する電子情報の
の対象拡大
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１ＩＴ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。

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。

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いては平
成17年12月から稼動とされ、その他の手続
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・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。

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。

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ
z0400037 財務省、総務 サービスの対象拡大

5056

50560189

11

(社)日本経済団体連合会

省、警察庁

国土交通省、

自動車保有関係手続のワンストップ
z0400037 財務省、総務 サービスの対象拡大

5086

50860035

11

省、警察庁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

社団法人リース事業協会

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
る諸行政手続の電子化の早期実現等
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具体的事業の
実施内容

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。

「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

管理コード

z0400040

z0400041

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

官公署に提出する書類、権利義
務に関する書類及び事実証明
に関する書類の作成（電磁的記
録の作成を含む）は行政書士で
行政書士法第１ なければ行うことができない。但
条の２、第１９条 し、他の法律に別段の定めがあ
る場合及び総務省令で定める
第１項
「定型的かつ容易に行える」もの
について、総務省令で定める者
が電磁的記録を作成する場合
はこの限りでない。

総務省

車庫申請、登録申請の代行委
任に係る規制緩和【新規】

総務省

消防法第１０条
危険物の規制に
関する規則第１０
条、第２４条、第
ナトリウム・硫黄電池は電力負
２５条、第２６条
荷平準化のため、建物等の電力
「ナトリウム・硫黄
貯蔵用の電池設備の危険物一
ナトリウム・硫黄電池の貯蔵に
電池を設置する
般取扱所として設置される場合
関する特例の適用【新規】
危険物施設の技
に、技術上基準の特例が認めら
術上の基準等に
れている。
ついて」平成１１
年６月２日消防
庁通知消防危第
５３号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

ｃ

Ⅲ

-

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

行政書士法第１９条に関する総
務省令の検討については、国土
交通省等における自動車保有
関係手続のワンストップサービ
ス化の検討状況をふまえ、今後
対応していきたい。

検討時期について具体的に示さ
れたい。

貯蔵所の危険性が一般取扱所
と比較して低いということはなく、
貯蔵される危険物の危険性に応
じた基準を定めており、ナトリウ
ム・硫黄電池を貯蔵することだ
けで特例とすることは認められ
ない。

要望者から、下記の通り再意見
が提出されており、この意見を
踏まえた回答をいただきたい。
（要望者再意見）
危険物保安技術協会で安全性
能評価を受けたナトリウム・硫黄
電池は一般取扱所での特例が
認められており、同様に、同協
会で安全性の試験確認を受け
たナトリウム・硫黄電池を保管す
る危険物屋内貯蔵所について
も、一般取扱所と同様の特例を
適用し、設備基準を緩和するこ
とが望ましい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400040

z0400041

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

車庫申請、登録申請の代行委任に係る
規制緩和【新規】

ナトリウム・硫黄電池の貯蔵に関する特
例の適用【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560202

50560219

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

202

219

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

総務省令で定められる「定期的かつ容易
に行える手続」に、道路運送車両法に基づ
く登録申請手続および自動車保管場所法に
車庫申請、登録申請の代行委任に係る規制 基づく保管場所証明の申請手続を含めるべ
緩和【新規】
きである。
また、総務省令で定められる「相当の経
験又は能力を有する者」に、自動車販売業
に携わる者を含めるべきである。

平成17年より開始される自動車登録申請
手続のワンストップサービス化により、登
録申請手続は簡易に行えることとなるが、
総務省令で定める「定期的かつ容易に行え
る手続」に道路運送車両法に基づく手続と
自動車保管場所法に基づく手続の両方が指
定され、かつ、「相当の経験又は能力を有
する者」に自動車販売業に携わる者が指定
されなければ、ワンストップサービスの円
滑な運用が期待できない。
手続費用の削減が期待できる。

他人の依頼を受け、業として、道路運送
車両法に基づく自動車の登録申請書を作成
すること、また、自動車の保管場所に関す
る法律に基づく保管場所証明の申請書を作
成することは、官公署への提出書類の作成
であることから、行政書士の専管業務と
なっていたところである。
平成14年に行われた行政書士法の改正に
より、「定期的かつ容易に行えるものとし
て総務省令で定める手続」については「相
当の経験又は能力を有する者として総務省
令で定める者」が電磁的記録を作成する場
合は、適用除外となったところである。

危険物保安技術協会で安全性に関する性
能が確認（型式認定）されているモジュー
ナトリウム・硫黄電池の貯蔵に関する特例の
ル電池の保管について、設置の場合に認め
適用【新規】
られたのと同様の特例を適用すべきであ
る。

「ナトリウム・硫黄電池を設置する危険
物一般取扱所」については、危険物施設の
技術上の基準等に特例が適用されており、
保有空地や消火設備、建築物の構造などに
ついて緩和された設備基準が適用されてい
る。ナトリウム・硫黄電池を設置する危険
物一般取扱所より危険度が低いと考えられ
る、ナトリウム・硫黄電池を保管する「危
険物屋内貯蔵所」についても、一般取扱所
と同様の特例を適用し、設備基準を緩和す
ることが望ましい。

ナトリウム・硫黄電池の組み立て検査完
了品（モジュール電池）の保管場所につい
ては、保管するモジュール電池に内蔵され
る危険物（ナトリウム及び硫黄）の量に応
じ、「危険物屋内貯蔵所」として、保有空
き地の確保、消火設備の配置等を行なうこ
ととされている。
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400042

制度の
所管官庁

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

1996年1月1日に発効した世界
貿易機関（ＷＴＯ）「政府調達に
関する協定」は、政府機関等に
よる産品、サービスの調達に、
内国民待遇、内外無差別の原
則を適用し、また、政府調達に
ＷＴＯ政府調達協定の適用対象 （ＷＴＯ）政府調
手続の透明性を確保することを
機関からのＮＴＴグループ各社 達に関する協定
定めている。我が国において
（1996年）
の除外
は、同協定附属書Ⅰ付表におい
て約束している中央政府機関、
地方政府機関（47都道府県及び
12政令指定都市）、特殊法人及
び独立行政法人による調達に同
協定が適用される。

措置の 措置の
分類
内容

-

-

措置の概要
（対応策）

ＷＴＯ政府調達協定は、公正、公
開かつ競争的な政府調達を促進す
るための国際ルールである。我が
国は、同協定締約国間の権利及び
義務の均衡並びに同協定に定める
相互に合意された適用範囲に基づ
き、内外無差別等の原則に則った
政府調達を行っており、我が国が同
協定付表において約束している機
関については、同協定を誠実に遵
守している。これらの機関を協定適
用機関から除外するためには、同
協定に定める手続により所要の通
報を行ったうえで、各締約国からの
異議申立がないことが条件となるも
のであり、我が国の規制改革に対
する枠組みの中で捉えられるもので
はない。
なお、我が国は、平成11年7月1日
のＮＴＴ再編に伴い、ＮＴＴの承継会
社の1つであるＮＴＴコミュニケーショ
ンズ社は同協定の対象機関としな
い旨の通報を、同協定の手続に
従ってＷＴＯ政府調達委員会を通じ
各締約国に対して行ったところ、こ
れに対して米国、ＥＣ、カナダから異
議申立が行われた。それ以降、同
社が協定の除外基準を満たしてい
ることについて同委員会や各種協
議の場を通じて重ねて説明を行って
きた結果、米国及びカナダは異議を
撤回したものの、依然ＥＣが異議を
留保しているところ、ＷＴＯ政府調達
委員会会合等の場で継続的な働き

その他

当室からの
再検討要請

回答では、『依然ＥＣが異議を留
保しているところ、ＷＴＯ政府調
達委員会会合等の場で継続的
な働きかけを行っていく』として
いるが、ＷＴＯ政府調達委員会
会合等あらゆる場を活用しＥＣ
に対して強い働きかけを要請す
るとともに、ＷＴＯ政府調達委員
会会合等の今後の具体的なス
ケジュールを示されたい。

要望者からの下記の更なる意見
を踏まえて、改めて検討され、具体
的な対応策を示されたい。

z0400043

総務省

公共施設以外においても、請求
コンビニエンスストアの多機能コ
住民基本台帳法 者識別カードによる請求に基づ
ピー機を利用した住民票発行
く住民票の写しの交付に係る端
第１２条
サービスの実施【新規】
末機を設置することができる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｄ

-

多機能コピー機であっても、「請
求者識別カードによる請求に基
づく住民票の写し等及び印鑑登
録証明書の交付に係る端末機
の設置場所について（平成１４
年３月２９日総行市第５８号総務
省自治行政局市町村課長通
知）」に定める一定の機能を備え
るものは、設置することが可能
である。なお、「構造改革特別区
域法の施行に伴う請求者識別
カードによる請求に基づく住民
票の写し等の交付及び印鑑登
録者識別カードによる申請に基
づく印鑑登録証明書の交付の特
例」の全国化に伴い、平成１６年
度中に、当該通知についても改
正が行われる予定である。

43/156

「多機能コピー機であっても、『請
求者識別カードによる請求に基づく
住民票の写し等及び印鑑登録証明
書の交付に係る端末機の設置場所
について（平成１４年３月２９日総行
市第５８号総務省自治行政局市町
村課長通知）』に定める一定の機能
を備えるものは、設置することが可
能」とあるが、同通知における設置
基準は各自治体の自動交付機の機
能を前提として定められており、多
機能コピー機の機能をこれらの基
準に合致させることは不可能であ
る。多機能コピー機を利用した住民
票発行サービスを行うためには、自
動交付機と同等レベルのセキュリ
ティ確保を前提として、既存の設置
基準の大幅な見直し、あるいは、多
機能コピー機の特性を活かした設
置基準の新たな検討が必要であ
る。
多機能コピー機のような既存の民
間機器を利用することで、24時間
サービスの実施、低コストでの拠点
拡大が可能となり、住民サービスの
向上を実現することができる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400042

z0400043

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機関か
らのＮＴＴグループ各社の除外

コンビニエンスストアの多機能コピー機
を利用した住民票発行サービスの実施
【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560239

50560250

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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

要望
事項番号

239

250

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ持株会社、
ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコ
ミュニケーションズ）、特に完全な民間企
ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機関からのＮ
業となっているＮＴＴコミュニケーション
ＴＴグループ各社の除外
ズ社を、政府調達に関する協定の適用対象
機関から除外すべく必要な働きかけを行う
べきである。

ＮＴＴグループ各社は、通信業界におけ
るグローバルな競争が急速に進展している
中での事業展開を余儀なくされており、ま
た経営努力により一層の合理化、コストダ
ウンを求められている。こうしたなか、Ｎ
ＴＴグループ各社は、政府調達協定の対象
機関として、煩雑な手続きを行うことによ
り、購入に至るまで2.4〜5.5カ月という長
期間を要したり、海外製品の調達額の集計
を求められる等、多大な負担を強いられて
いる。こうした手続きは、機動的なビジネ
スを阻害し、諸外国の企業に比べて非常に
不利な状態となっている。
対象機関から除外されれば、ビジネスの
ニーズに合わせて迅速で柔軟な調達ができ
るようになる。

ＮＴＴグループ各社は、民営化され市場
の監視を受けているにもかかわらず、「Ｗ
ＴＯ政府調達に関する協定」において、中
央政府、地方政府及び他の特殊法人と並ん
で同協定の適用対象機関として定められ、
協定で定める手続きに従って調達手法を進
めることが義務付けられている。
また、わが国は、自主的措置として、政
府調達における供給者の利便性向上等の観
点から、「物品に係わる政府調達手続き」
等を定めており、協定対象機関には、より
詳細な調達手続きが求められている。

個人情報保護のためのセキュリティ基準
の確保を前提に、自動交付機に加えて、コ
コンビニエンスストアの多機能コピー機を利用
ンビニエンスストアの多機能コピー機を利
した住民票発行サービスの実施【新規】
用した住民票発行サービスの実施を認める
べきである。

コンビニエンスストアＡ社が実施した
2003年顧客調査の結果、コンビニエンスス
トアで提供するニーズが高いと考えられる
サービスとして、回答の約35％が「住民
票、戸籍謄本等の引渡し」を挙げており、
調査の中で最もニーズの高い項目となって
いる。
コンビニエンスストアに既に備え付けて
ある多機能コピー機を住民票発行サービス
に活用することにより、地方自治体は、自
動交付機設置に比べると非常に安価なコス
ト負担で、住民サービスの向上を実現する
ことができる。

９月10日の構造改革特別区域推進本部決
定により、特区における特例措置であった
「住民票の写しの自動交付機の設置場所拡
大事業」の全国展開が認められ、個人情報
保護のためのセキュリティ基準を満たした
上で、市町村の自主的な判断による設置が
可能となった。
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400044

z0400045

制度の
所管官庁

財務省、総務
省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体は、翌年度
以降にわたり、電気通信役務の
提供を受ける契約又は不動産を
借りる契約その他政令で定める
契約を締結することができる。政
地方自治法第２ 令では、翌年度以降にわたり物
行政機関における長期継続契 ３４条の３、地方 品を借り入れ又は役務の提供を
約としてのリース契約の容認 自治法施行令第 受ける契約で、その契約の性質
１６７条の１７ 上翌年度以降にわたり契約を締
結しなければ当該契約に係る事
務の取扱に支障を及ぼすような
もののうち、条例で定めるものに
ついても締結することができると
されている。

独立行政法人の余裕金の運用
先は、「銀行その他主務大臣の
指定する金融機関への預金又
独立行政法人通 は郵便貯金」と規定されており、
独立行政法人の余裕金の運用
則法第47条第２ 主務大臣の指定があれば信用
先に係る制限緩和
金庫及び信用金庫協会も余裕
号
金の運用先になり得るものであ
り、一律的な差別的取扱を行う
ものではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

-

地方自治法施行令の一部を改
正する政令が、平成１６年１１月
８日に公布、１１月１０日に施行
され、翌年度以降にわたり物品
を借り入れ又は役務の提供を受
ける契約で、その契約の性質上
翌年度以降にわたり契約を締結
しなければ当該契約に係る事務
の取扱に支障を及ぼすようなも
ののうち、条例で定めるものに
ついても締結することができるこ
ととされた。このため、地方公共
団体において実情にあった対応
が可能である。

-

（説明）
独立行政法人の業務上の余裕金
の運用方法については、独立行政
法人通則法（通則法）第47条によ
り、「銀行その他主務大臣の指定す
る金融機関への預金又は郵便貯
金」等に限定されている。
この規定は、
① 独立行政法人が公共性の高
い事業を実施していることに鑑み、
安定的に業務運営を行わせる必要
性から、余裕金の運用先を安全資
産に限定するとともに、
② 具体的な運用先の範囲につい
ては、各法人の業務・財務の性格に
応じて決められるよう、通則法で一
律に列挙せず、各法人を監督して
いる主務大臣の判断に委ねる
との考え方によるものである。
したがって、通則法の改正を行わな
くても、主務大臣の指定があれば信
用金庫と信用金庫連合会を独立行
政法人の余裕金の運用先に加える
ことは可能である。
なお、御指摘のあった「政府関係機
関等の余裕金の運用先の拡大」を
行った際には、独立行政法人と同
様に「銀行その他主務大臣の指定
する金融機関への預金又は郵便貯
金」などと規定されている特殊法人
についても、各所管府省は当該規
定の改正を行わず、信用金庫と信
用金庫連合会を追加指定すること
により対応している
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は、地方公共団体におい
て、長期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
契約を含めることを求めており、
各地方公共団体に対し、リース
契約の対象の拡大について周
知する等、その活用を促すこと
について回答されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400044

z0400045

制度の
所管官庁

項目

財務省、総務
行政機関における長期継続契約として
省
のリース契約の容認

総務省

独立行政法人の余裕金の運用先に係
る制限緩和

要望
管理番号

5056

5059

要望事項
管理番号

50560264

50590045

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

(社)日本経済団体連合会

（社）全国信用金庫協会・信
金中央金庫

要望
事項番号

264

45

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

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のリー
また、地方公共団体については、長期継
ス契約の容認
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。

独立行政法人の余裕金の運用先に係る制限 独立行政法人の余裕金の運用先に「信用金
緩和
庫及び信用金庫連合会」を加える。

独立行政法人が余裕金の運用にあたり信用
金庫又は信用金庫連合会への預金を行うに
は、主務大臣の指定が必要とされている。
また、政府関係機関等の余裕金の運用先の
拡大については、「規制緩和推進３か年計
継続
画」において「信用金庫及び信用金庫連合
会」を追加する旨の閣議決定がなされてお
り、独立行政法人についても同様の規定と
するよう独立行政法人通則法の改正を要望
する。
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具体的事業の
実施内容

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

管理コード

z0400045

z0400141

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

独立行政法人の余裕金の運用
先は、「銀行その他主務大臣の
指定する金融機関への預金又
独立行政法人通 は郵便貯金」と規定されており、
独立行政法人の余裕金の運用
則法第47条第２ 主務大臣の指定があれば信用
先に係る制限緩和
金庫及び信用金庫協会も余裕
号
金の運用先になり得るものであ
り、一律的な差別的取扱を行う
ものではない。

地方税法第４４７
自動車保有関係の手続きに関
原付二輪車の届出関係事務の 条第１項及び第
しては、各地方公共団体の判断
２項、
統一とワンストップサービスへの
で法に則った制度の運用を行っ
地方税法施行規
取り込み
ている。
則第１６条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

-

（説明）
独立行政法人の業務上の余裕金
の運用方法については、独立行政
法人通則法（通則法）第47条によ
り、「銀行その他主務大臣の指定す
る金融機関への預金又は郵便貯
金」等に限定されている。
この規定は、
① 独立行政法人が公共性の高
い事業を実施していることに鑑み、
安定的に業務運営を行わせる必要
性から、余裕金の運用先を安全資
産に限定するとともに、
② 具体的な運用先の範囲につい
ては、各法人の業務・財務の性格に
応じて決められるよう、通則法で一
律に列挙せず、各法人を監督して
いる主務大臣の判断に委ねる
との考え方によるものである。
したがって、通則法の改正を行わな
くても、主務大臣の指定があれば信
用金庫と信用金庫連合会を独立行
政法人の余裕金の運用先に加える
ことは可能である。
なお、御指摘のあった「政府関係機
関等の余裕金の運用先の拡大」を
行った際には、独立行政法人と同
様に「銀行その他主務大臣の指定
する金融機関への預金又は郵便貯
金」などと規定されている特殊法人
についても、各所管府省は当該規
定の改正を行わず、信用金庫と信
用金庫連合会を追加指定すること
により対応している

−

原動機付自転車の保有に関す
る手続については、市町村以外
の行政機関への届出等はなく、
市町村の税担当窓口に対して
軽自動車税に係る申告と課税標
識の交付を一体の手続として一
回で完結するものとなっており、
自動車保有手続に関するワンス
トップサービスの対象には含ま
れない。（軽自動車税に係る申
告書等は省令様式が定められ、
平成16年４月１日より施行され
ている。）
また、当省が所管する法令に
おいて、自賠責保険の手続に関
して原動機付自転車の廃車及
び標識返納の事実を証明する
書類を求めているものはない。
なお、法制度上、市町村が所
有する原動機付自転車の廃車
及び標識の返納に関する情報
の提供に際して、守秘義務に関
する規定を除き、特定の方法と
する規制は存しない。
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その他

当室からの
再検討要請

要望元からの下記意見を踏ま
え、具体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。「第一次回
答に記載内容の現状であるから
こそ、廃車申告等の様式、名称
等が各市町村間で統一されてお
らず、原付の自賠責保険の異
動・解約実務に支障をきたす
ケースがあるものと認識してい
る。要望内容は、このような現状
に鑑み、ワンストップサービスの
インフラに市町村を加えること
で、原付の自賠責保険の異動・
解約実務における契約者サービ
スの向上と事務効率化を図りた
い、というものである。要望理由
に記載のとおり、直接の窓口が
市町村であっても、実務上の便
宜のために統一を図るとともに、
市町村をネットワークでつなぐこ
とは主務官庁により検討可能な
事柄と考える。統一とネットワー
ク化に向けた働きかけを行うよう
お願いしたい。」

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400045

z0400141

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

独立行政法人の余裕金の運用先に係
る制限緩和

原付二輪車の届出関係事務の統一と
ワンストップサービスへの取り込み

要望
管理番号

5107

5060

要望事項
管理番号

51070002

50600005

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

農林中央金庫

（社）日本損害保険協会

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

独立行政法人通則法において，独立行政法
人が銀行・郵便貯金・信託業務を営む銀
行・または信託会社以外の金融機関で余裕
金の運用を行なうためには，主務大臣の指
定が必要なことから，農林中央金庫を主務
大臣の指定する金融機関に追加することを
要望する。

2

独立行政法人（国立大学法人・水資源機
独立行政法人の余裕金の運用にかかる制限
構・福祉医療機構）の余裕金の運用先に
緩和
「農林中央金庫」を追加指定する。

5

自賠責保険の異動・解約においては、証明
書とともに、異動・解約事由を証明する書
類を求めている。原付の場合、登録ではな
く、届出市町村ごとに管理されており、様
原付の届出・変更等に関して市町村ごとに
式や請求方法も統一されいないこともあっ
差異のある書類の名称や様式、手続きを統
自賠責保険の異動・解約事務の必要書類の て、転居・移転を伴う場合や契約者が遠方
一したうえで、届出事項・廃車申告・標識
原付二輪車の届出関係事務の統一とワンス
取り寄せが確実・簡易に行えることによ の場合など取り付けに支障を来すことがあ
返納などの手続きや証明書類の取り寄せが
トップサービスへの取り込み
り、契約者サービスの向上と事務効率化が る。たとえば、廃車による解約では、市町
容易となるよう、ワンストップサービスの
図られる。
村で「廃車申告受付証」を証拠書類として
インフラに市町村が加われる仕組みを検討
取り付けているが、名称がことなる場合が
して頂きたい。
ある。直接の窓口が市町村であっても、実
務上の便宜のために統一を図るとともに、
市町村をネットワークでつなぐことは主務
官庁により検討可能な事柄と考える。
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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

管理コード

z0400046

z0400047

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

自動車税及び軽自動車税は、
身体障害者等の利用に供する
地方公共団体の条例の定める
自動車に対する自動車税・軽自 地方税法第１６２
ところにより、特別な事情がある
動車税･自動車取得税の減免措 条、第４５４条
場合において減免することがで
置申請における運用緩和
きる。

住民の直接請求権の拡大

普通地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙権を有する者
は、政令の定めるところにより、
その総数の50分の1以上の者の
連署をもつて、その代表者から、
地方自治法第74
普通地方公共団体の長に対し、
条第1項
条例（地方税の賦課徴収並びに
分担金、使用料及び手数料の
徴収に関するものを除く。）の制
定又は改廃の請求をすることが
できる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

e

c

措置の概要
（対応策）

-

障害者等の自動車税減免措
置については、地方分権推進計
画に基づき自治事務に係る基準
については通知によらないことと
されたため、減免通知について
は平成１２年４月１日付けで廃止
し、現在は、全て各地方公共団
体の判断により運用がなされて
いるところ。

Ⅰ

納税は憲法に規定された国民
の基本的な義務の一つであり、
税制に関する国民の信頼を確
保しつつ、必要な税収が確実に
確保できるようにするためには、
納税者間の公平性や税制の安
定性を維持することが特に重要
である。このため、地方税の賦
課徴収に関する条例の制定･改
廃については、住民の付託を受
けた首長や議員による慎重かつ
十分な検討が特に必要となるも
のであり、引き続き直接請求の
対象に含めないことが適当と考
えられる。
なお、地方６団体が実施したア
ンケートでも、この規定の改正に
賛同する地方公共団体は少な
く、大半の地方公共団体が現行
制度の継続を支持している。
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その他

当室からの
再検討要請

要望元からの下記意見を踏ま
え、具体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。「一生計一
減免の考え方に基づいているた
め、旧車を登録抹消した後、新
車登録しないと税の減免措置が
受けられないという規制とほぼ
同様の規定の運用により、身体
障害者等は不便を被っている。
これらの規定の運用は、各自治
体の判断により運営されている
ことにより、地域ごとの差が生ま
れ不公平感を生んでいる。従っ
て、健常者が車両を購入する場
合と同様、車両買い替え時の空
白期間が無くなるよう新車登録
後、旧車登録抹消できるような
柔軟な運用を行っている北海
道、長野県、東京都と同等の扱
いを各地方自治体が採用するよ
う総務省にお願いしたい。」

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400046

z0400047

制度の
所管官庁

項目

総務省

身体障害者等の利用に供する自動車
に対する自動車税・軽自動車税･自動
車取得税の減免措置申請における運用
緩和

総務省

住民の直接請求権の拡大

要望
管理番号

5061

5062

要望事項
管理番号

50610028

50620002

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

社団法人

日本自動車工業会

鳥取県倉吉市

要望
事項番号

28

2

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）

一生計一減免の考え方の基本は守るとし
一生計一減免の考え方に基づいているた 税の減免適用を前提として、身体障害者等
て、また税の減免適用を前提として、健常
身体障害者等の利用に供する自動車に対す
め、旧車を登録抹消した後新車登録しない が車両を買い換える場合、旧車登録抹消か
者が車両を購入する場合と同様、車両買い
・重点要望項目
る自動車税・軽自動車税･自動車取得税の減
と税の減免措置が受けられない。（１都１ ら新車登録までの間、車両での移動ができ
替え時の空白期間が無くなるよう、新車登
・<参考資料>参照
免措置申請における運用緩和
道２県は運用で１ヶ月程度の猶予が設けら なくなる。（健常者の場合は代替手段があ
録後旧車登録抹消できるような柔軟な運用
れている）
るが、身体障害者等では他の手段がない）
としていただきたい。

住民の直接請求権に地方税の賦課徴収等に
関する条例の制定又は改廃を加えることに
より、
（１）住民の税への関心を高め、行政サー
住民の直接請求権に地方税の賦課徴収等に
ビスに対する受益と負担の意識の醸成を図
関する条例の制定又は改廃を加える。
る。
（２）特定の政策の推進とそのための財源
確保、あるいは税政策による規制・抑制を
住民が発案できるようにする。

住民の直接請求権の拡大
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地方税の賦課徴収等に関する条例の制定
又は改廃については住民の直接請求の対象
から除外されている。これは昭和２３年の
地方自治法の改正により、追加されたもの
であるが、今なお法の中で制約されている
ということは、現在の住民自治の進展等か
ら考えて、時代にそぐわないものであり、
住民の直接請求権に地方税の賦課徴収に関
する条例の制定又は改廃を加えるものであ
る。

平成12年4月1日施行の地方分権一括法に
よる地方税法改正で法定外目的税が創設さ
れ、地方自治体の課税自主権が拡充され
た。
国・地方を通じての財政難の中、住民に
受益と負担の意識が芽生え始めている。
国民健康保険料の賦課徴収に関する条例
の制定又は改廃は直接請求の対象となる
（昭和４１・５行政課決定）。

「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

管理コード

z0400048

z0400049

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

危険物の規制に
関する政令第18
条の２
危険物の規制に
コンビナート地区における移送 関する規則第28
条の16
取扱所の距離規制の緩和
危険物の規制に
関する技術上の
基準の細目を定
める告示第32条

制度の現状

移送取扱所の配管は、第三者
の敷地等に設置するため、万一
災害が発生した場合、その地域
に与える影響が大きいことから、
安全上、技術上、環境保全上等
の理由により、その設置につい
て禁止又は制限場所が設けら
れている。

消防法第10条
旧法タンク、新法タンクの区分に
屋外タンク貯蔵所の底板板厚の 危険物の規制に
応じ、必要とされる板厚を定めて
関する政令第11
維持管理の緩和
いる。
条第１項第４号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

移送取扱所の配管は、第三者の敷地等に設
置するため、万一災害が発生した場合、その
地域に与える影響が大きいことから、安全上
の観点から、その設置について禁止又は制
限を設けているものである。さらに漏えい等
の事故発生率も他の危険物施設と比較して
相当に高い実態にあり、工業用地域である
からといって危険性が低減されるものではな
い。
また、上記理由により一般の危険物配管以
上に保安措置を講じていることから、一般の
危険物配管と同等の規制とすることもできな
い。
なお、配管及びポンプ並びにこれらに附属す
る設備（危険物を運搬する船舶から陸上へ
の危険物の移送については、配管及びこれ
らに附属する設備。以下同じ。）が次の各号
に掲げる要件に適合するものは、移送取扱
所に該当しないものであることを申し添える。
１ 危険物の送り出し施設から受入れ施設ま
での配管が一の道路又は第三者(危険物の
送り出し施設又は受入れ施設の存する事業
所と関連し、又は類似する事業を行うものに
限る。以下同じ。)の敷地を通過するもので、
次の要件の(1)又は(2)を満足するもの
(1) 道路にあっては、配管が横断するもので
あること。
(2) 第三者の敷地にあっては、当該敷地を
通過する配管の長さが概ね１００メートル以
下のものであること。
２ 危険物の送り出し施設又は受入れ施設
が桟橋に設けられるもので、岸壁からの配管
(第一石油類を移送する配管の内径が３００ミ
リメートル以上のものを除く。)の長さが概ね３
０メートル以下のもの
３ １及び２の要件をみたすもの

コンビナート地区の事業所の大
部分は移送取扱所となってお
り、工場全体を流出油防止堤で
囲んでいる。したがって、事業所
内での事故(漏洩)が発生したと
しても、外部に流出する危険性
は少なく、一般危険物配管と同
様の取扱いが可能である。
(例) Ａ(移送取扱所)−Ｂ(移送
取扱所:通過300メートル)−Ａ事
業所のような場合では一般危険
物配管と同等の規制で問題ない
と考える。また、桟橋配管の場
合には、海上への漏洩が問題と
なるが、そのような場合でも海上
部分のみを移送取扱所とし、陸
上部分(流出油防止堤内)は一
般危険物配管としても問題ない
と考えられる。配管長・径につい
ても、流出油防止堤内であれば
適用除外としても問題ないと考
えられるため、これらをふまえ、
改めて実施に向けた具体策を検
討され、示されたい。

-

本要望にあるタンクは、昭和５２
年以前に設置され現行基準に
適合しない、いわゆる旧法タンク
であると思慮するが、旧法タンク
の底板板厚は３．２㎜以上（新基
準に適合するタンクにあっては、
併せて６年改正規則にある保有
水平耐力の規定を満たす厚さ以
上）であれば法令上は「技術上
の基準に適合している」こととな
る。ただし、検査時において板厚
測定値が90％以下であった箇所
の周囲半径300㎜の範囲の平均
板厚が80％以下又は次回開放
時に4.5㎜未満となることが予測
される場合には、当該箇所にお
いて相当の局部腐食が進行して
いると認められることから、補修
を指導しているところである。

要望内容は「最低板厚または安
全性評価（技術援助）をした値以
下にならないように管理すること
として、採用板厚の８０％の項目
を削除する」であり、この点につ
いての具体的な対応策を検討さ
れ、示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400048

z0400049

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

コンビナート地区における移送取扱所
の距離規制の緩和

屋外タンク貯蔵所の底板板厚の維持管
理の緩和

要望
管理番号

5067

5067

要望事項
管理番号

50670002

50670007

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

石油化学工業協会

石油化学工業協会

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

コンビナート事業所は通常工業専用地域に
設置されているにもかかわらず、また、石
災法による規制を受けているにもかかわら
ず、移送取扱所の位置、構造及び設備の技
術上の基準は、一般事業所と同様に個別法
である消防法や石油パイプライン事業法の
基準に準じて厳しく定められて過大な規制
になっている。また、高圧ガス配管（導
管）との間には保安距離規制も適用され二
重の規制となっている。このため、円滑な
事業計画が阻害され、国際競争上の不利益
を受けている。

コンビナート地域では、事業所間移送の
ための危険物や高圧ガス各種配管が多数敷
設されている。また、コンビナート内の各
企業の国際的競争力強化のためには、１企
業で合理化を目指すことは殆ど不可能と
なってきており、コンビナート全体での対
応が不可欠となってきている。このため、
コンビナートルネッサンス計画が進められ
ているが、現状では、隣接以外の事業所間
での危険物配管は移送取扱所となり、保安
距離等の問題で配管の敷設ができなくな
り、計画が成り立たなくなることも考えら
れる。
なお、石油コンビナート地域事業所間
の配管は、敷設場所が通常限定されてお
り、保安管理のためのパトロールも効率的
に実施されている。
一方、桟橋との間の配管については、
漏洩時の拡散防止のための防油堤の設置な
ど移送取扱所の基準を満たすことで保安は
確保できる。
したがって、コンビナート地域の移送取
扱所配管の保有空地・保安距離については
規制緩和を実施してもらいたい。

2

石災法の適用を受けているコンビナート
内の事業所に対しては、消防法に基づく規
制の緩和を要望する。過去からの提案に対
して、消防庁の意見は「第３者の敷地等に
設置するため、災害発生時にその地域に与
える影響が大きい」として、規制緩和は認
められないとのことである。しかしなが
ら、コンビナート地域は第３者用地とは
言っても工業専用地域、或は、企業内用地
であり、一般の地域をパイプラインが通過
している訳ではない。競争力強化の切り札
として進められているコンビナートルネッ
コンビナート地区における移送取扱所の距離 サンス計画では原料・製品等の企業間の連
規制の緩和
絡配管の敷設が必要となってくるが、現状
では保有空地・保安距離の問題から、配管
の敷設が制限されてしまう。
①対象を、工業専用地域内の石油コンビ
ナート指定地区（例えば京葉臨海工業地
域）の内の企業間及び桟橋と入出荷施設間
の危険物配管とする。
②対象配管についての保有空地・保安距離
については、一般の危険物配管と同等の規
制とする。その他、安全対策として緊急遮
断弁の設置など、危険物の規制に関する規
則に示されている「移送取扱所の技術上の
基準」に基づく対応をとる。

7

採用板厚を９ｔとすると、維持すべき板
厚は、９ｔ×0.8＝7.2ｔとなる。ところが
板厚に余裕をみて１２ｔを採用すると、維
持すべき板厚は９．６ｔとなる。その差は
最低板厚または安全性評価（技術援助） 貯槽の底板板厚は、設計（使用）板厚の ２．４ｔであり補修のタイミングとして２
屋外タンク貯蔵所の底板板厚の維持管理の をした値以下にならないように管理するこ ８０％又は次回開放時に最低板厚が維持で ０年以上の差となり、コスト増になるし、
緩和
ととして、採用板厚の８０％の項目を削除 きる板厚のいずれか厚い板厚以上を維持す かつ不合理である。
する。
る必要がある。
実例として、５０００ＫＬ（１９７０年
６月設置）、３０００ＫＬ（１９７４年５
月設置）の両タンクについて、上記理由に
よりそれぞれ底板１２枚、７枚を取り替え
た。
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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

管理コード

z0400050

制度の
所管官庁

総務省

財務省、総務
z0400051 省、国土交通
省

項目

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）

消防法第１４条
の３の２
危険物の規制に
関する規則第６２
条の４
危険物施設の安全弁点検周期 「製造所等の定
期点検に関する
の延長
指導指針の整備
について」平成３
年５月２８日消防
庁通知消防危第
４８号

消防法第１４条の３の２により定
期点検を行わなければならない
危険物施設は、１年に１回以上
点検を行っている。

ｃ

-

定期点検は危険物施設の安全
のため、施設の位置、構造及び
設備が技術上の基準に適合し
ていることを点検するもので、特
定の製造所等の所有者等に対
し義務を課しているものであり、
安全弁については原則として作
動確認により１年に１回以上機
能の適否を点検する必要があ
る。

港湾関係諸税ならびに諸料金
の適正化

船舶に係る固定資産税は、当該
船舶の停泊の状況等一定の条
件によって、各港湾の所在する
市町村に配分（さらに、港湾が２
以上の市町村に渡る場合は、停
泊の状況や港湾費の額等で配
分）され、配分を受けた市町村
が課税徴収している。
なお、既に各種船舶について固
定資産税の課税標準の特例措
置が設けられている。

ｆ

Ⅰ

単に税の減免や特例措置を求
めるものである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-
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その他

当室からの
再検討要請

安全弁については、高圧ガス、
ﾎﾞｲﾗｰ・一圧、危険物において、
点検に関する差異はない。従っ
て、連続運転が認められた設備
の安全弁の点検については、他
の保安関係法規と同等にできる
と考えられ、要望事項について
改めて検討され、示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400050

制度の
所管官庁

総務省

項目

危険物施設の安全弁点検周期の延長

財務省、総務
z0400051 省、国土交通省 港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化

要望
管理番号

5067

5076

要望事項
管理番号

50670008

50760001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

石油化学工業協会

社団法人日本船主協会

要望
事項番号

8

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

危険物施設の安全弁点検周期の延長

港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化
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具体的事業の
実施内容

要望理由

1．毎年の開放検査で内部の汚れの発生は
なく、開放点検周期を４年に延長しても問
題はない。
２．高圧ガス保安法、および労働安全衛生
法のボイラー・一圧容器の認定取得プラン
消防法の危険物関係通達において、一律 トにおいて安全弁開放点検周期は既に4年
安全弁開放点検周期は４年に変更する。 に危険物施設の安全弁開放点検（作動確 迄認められており、危険物についても問題
認）は毎年行うことと定めている。
がない。
３．安全の担保
危険物施設の日常パトロールおよび定期
点検（１／Ｙ）時に外観検査で異常の有無
を確認できる。異常の発生があれば、開放
点検し、整備することができる。

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。

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。

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

管理コード

z0400052

z0400053

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

総務省

地方公共団体の公金について
歳入の徴収又は収納の委託範 地方自治法第２ は、法令で特別の定めがない限
り、私人に公金の取扱いを委任
囲の拡大
３４条
することができない。

総務省

普通地方公共団体の長は、指
名競争入札に参加する者に必
要な資格として、工事又は製造
の請負、物件の買入れその他
当該普通地方公共団体の長が
地方自治法施行
定める契約について、あらかじ
令第１６７条の１
め、契約の種類及び金額に応
１
じ、工事、製造又は販売等の実
績、従業員の数、資本の額その
他の経営の規模及び状況を要
件とする資格を定めることがで
きる。

指定業者登録様式の統一化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

私人に徴収又は収納の事務を
委託することができる歳入は、
地方公共団体が直接徴収又は
収納するよりもコストの軽減等
が図られ、より経済性が発揮で
きるようなものである必要がある
と考えている。学校給食費に関
して上記のようなメリットは想定
できない。

Ⅱ

地方公共団体の契約の前提と
なる入札への参加資格に係る基
準については、事業の内容に応
じて個別に決定されるものであ
り、また、地域の実情等を踏まえ
るべきものである。そのため、登
録の様式が地方公共団体ごと
に異なるのは当然であり、国が
制度として地方公共団体におけ
る様式の統一化等を行うことは
適切ではない
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その他

当室からの
再検討要請

回答では、私人に徴収又は収納
の事務を委託することができる
歳入は、地方公共団体が直接
徴収又は収納するよりもコスト
の軽減等が図られ、より経済性
が発揮できるようなものである
必要があると考えており、学校
給食費に関して上記のようなメ
リットは想定できないとして、対
応不可とされているが、メリット
があるかどうかは各地方公共団
体の実状によって異なると考え
られ、実際に歳入の徴収又は収
納の事務を私人に委託するかど
うかの判断は、各地方公共団体
に任せるべきものであると考え
る。この点を踏まえ、改めて実施
に向けた具体的な対応策及び
実施時期を検討され、示された
い。

入札に対する基準については、
貴省回答にある事業の内容や
地域の実情を踏まえるべきもの
であることも理解できるが、一方
で共通化できる部分も多数あ
り、事業の効率化を考慮すると
共通化する方向も検討すべきと
考える。事業の効率化の観点か
ら、ベース部分の共通化に向け
た雛型・フォーマット化やガイドラ
インの明示に関する対応を改め
て検討をされ、示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400052

z0400053

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

歳入の徴収又は収納の委託範囲の拡
大

指定業者登録様式の統一化

要望
管理番号

5077

5086

要望事項
管理番号

50770001

50860041

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

石狩市

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

1

41

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

歳入の徴収又は収納の委託範囲の拡大

当市では現在、市が事業主体となって学校
給食を実施しており、全業務のうち、食材
購入、調理業務、施設維持・管理、配膳業
歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託で 務を民間事業者に一括委託しているが、さ
きる項目として「学校給食費」を新たに追 らに「学校給食費」を徴収、収納させ全部
加する。
委託にすることによって、民間活力を活か
す幅がさらに広がり、創意工夫が図れると
ともに、市としても一層のアウトソーシン
グが期待できる。

現施行令では、使用料、手数料、賃貸料、
貸付金の元利償還金、前提条件を満たした
地方税のみが私人に徴収又は収納の事務を
委託できる歳入としているが、「学校給食
費」についても、民間活力による創意工夫
で、市財政の改善が期待でき、結果として
住民の便益の増進に寄与すると認められる
ため。
なお、前回の提案では、「諸収入」を新た
な追加項目としたが、諸収入の中には過料
等も含まれることを踏まえ、「当該収入の
性質等を勘案し適宜検討することとした
い」との回答を得ていた。

指定業者登録様式の統一化

地方自治体等への指名業者登録に関し、様
式の統一性が無く、登録を行う際、その都
度、登録を行う自治体等から所定の申込書
を購入しなければならない。業務効率化を
図るために登録様式を統一化すること。

各地方自治体の様式はそれぞれ異なってい
るが、記載内容に大きな差異がない。様式
統一化により、登録に係る事務効率化が図
れる。
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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

管理コード

z0400054

制度の
所管官庁

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

消防法第１３条
の２３
危険物取扱者は３年ごとに講習
危険物取扱者免状所有者の法
危険物の規制に
を受けなければならない。
定保安講習周期延長
関する規則第５８
条の１４

経済産業省、
厚生労働省、
化学物質の名称に必ずＣＡＳ番
z0400055 環境省、総務
号を併記する。
省、国土交通
省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

消防法

化学物質の名称にＣＡＳ番号の
併記は義務付けていない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

措置の概要
（対応策）

-

危険物施設における火災等事
故は近年増加しており、昨年は
過去最悪の発生件数となってい
る。しかもその原因は人的要因
によるものが依然として多く、危
険物取扱者はこれら事故情報
等を的確に把握して取扱いにあ
たることが重要であり、少なくと
も３年おきに講習を受けなけれ
ば十分な安全管理を行うことが
できない。
また、急速な科学技術の発展へ
の対応や最新の事故事例、法
令改正の講習を適時に受けるに
は少なくとも３年おきの講習が必
要である。

-

危険物の運搬容器等には化学
名等を表示することとされてお
り、法令上の目的を十分達して
いるが、CAS番号を併記するこ
とを妨げるものではない。
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その他

当室からの
再検討要請

高圧ガス保安係員の講習周期
が5年に変更されていることを踏
まえ、危険物取扱者免状所有者
の講習周期が「3年」と「5年」の
間で、安全性にどの程度の差が
あるとお考えか、具体的に示さ
れたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

z0400054

総務省

項目

危険物取扱者免状所有者の法定保安
講習周期延長

経済産業省、
厚生労働省、
化学物質の名称に必ずＣＡＳ番号を併
z0400055 環境省、総務 記する。
省、国土交通
省

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

5089

50890001

11

5089

50890004

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

社団法人

社団法人

日本化学工業協会

日本化学工業協会

要望
事項番号

1

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

高圧ガス保安法での高圧ガス保安係員講習
は３年毎から５年毎に変更されているが、
大きな問題は発生していない。危険物につ
いても同様に周期延長してほしい。

危険物取扱者免状所有者の法定保安講習周 保安監督者等の現行３年毎の保安講習を５
期延長
年に変更

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

要望理由

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

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

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

管理コード

z0400056

z0400056

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

０ＡＢ〜Ｊ番号の指定において
緊急通報機関（１１９）への接続 電気通信番号規
は、緊急通報実現が要件となっ
にかかるシステム・対応の統一 則 別表第二
ており、申請書等により緊急機
第５欄
化
関への接続を確認

０ＡＢ〜Ｊ番号の指定において
緊急通報機関（１１９）への接続 電気通信番号規
は、緊急通報実現が要件となっ
にかかるシステム・対応の統一 則 別表第二
ており、申請書等により緊急機
第５欄
化
関への接続を確認

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

b

0AB〜J番号を利用した電話事
業者と消防本部との１１９番接続
を円滑に実施するために、消防
庁、総合通信基盤局、消防関係
機関、電話事業者からなる連絡
- 会を、１６年度中に消防庁に設
置する。連絡会では、①消防機
（連絡 関の窓口、②情報通信審議会
会の （緊急通報機能等高度化委員
開催） 会）の答申を踏まえた受信シス
テムの基本仕様、③電話事業者
接続要請に基づいた消防本部
における基本的な接続手順、④
設備等にかかる責任の範囲と費
用負担について調整する。

要望は、緊急通報機関（特に
消防機関）について、①電気通
信事業者からの要望受付窓口
の全国化、②緊急通報システム
の統一化、③電気通信事業者
から要請があった場合の接続義
務化、④接続にかかる費用負担
方法の統一化の実現を求めて
いるものであり、この点について
の具体的な対応策を更に検討さ
れ、示されたい。また、上記を踏
まえた実施時期について、その
時期となる理由も含め具体的に
示されたい。

b

0AB〜J番号を利用した電話
サービス事業者と消防本部との
１１９番接続を円滑に実施する
- ために、消防庁、総合通信基盤
局、消防関係機関、電話事業者
（連絡 からなる連絡会を、１６年度中に
会の 消防庁に設置する。連絡会で
開催） は、消防機関に関する情報の提
供や、これらが変更された場合
の情報共有の方法について調
整する。

要望は、緊急通報（１１９番)機
能の設置に関する情報を一元
的に管理し、通信事業者に提供
することを求めているものであ
り、この点についての具体的な
対応策を更に検討され、示され
たい。また、上記を踏まえた実
施時期について、その時期とな
る理由も含め具体的に示された
い。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400056

z0400056

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

緊急通報機関（１１９）への接続にかか
るシステム・対応の統一化

緊急通報機関（１１９）への接続にかか
るシステム・対応の統一化

要望
管理番号

5091

5108

要望事項
管理番号

50910001

51080001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

日本テレコム株式会社

ソフトバンクBB
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

1

０ＡＢ〜Ｊ番号を利用した電話サービスを
提供するにあたっては、緊急通報機関への
接続が法令上の義務となっている。このた
め、サービス提供事業者は緊急通報機関と
の接続が必要となるが、下記の状況により
準備に多大な労力・費用を要する。このた
緊急通報機関（特に消防機関）について、
め、緊急通報機関への接続が円滑に行われ
①電気通信事業者からの要望受付窓口の全
ＮＴＴ東西の交換機を利用しない直収電話 ず、新規参入事業者にとって参入障壁の一
緊急通報機関への接続にかかるシステム・対 国化、②緊急通報システムの統一化、③電
サービスの提供を準備中（本年12月より つとなっている。
応の統一化
気通信事業者から要請があった場合の接続
サービス開始予定）
具体的事例：①全国の消防本部と個別に協
義務化、④接続にかかる費用負担方法の統
議及び契約を行う必要がある、②各消防本
一化を要望します。
部により利用するシステムが異なり、複数
の方式に対応する必要がある、③消防本部
によっては、ＮＴＴ東西以外の事業者から
の接続に消極的である、④接続に関する費
用負担について消防本部により考え方が異
なる。

1

緊急通報（１１９番)機能の設置に関する
次の情報を一元的に管理し、通信事業者に
提供していただきたい。例えば消防庁が情
報を一元的に管理し、通信事業者からの照
会に応える部署を設ける等していただきた
緊急通報(１１９番)機能の設置に関する情報 い。
の一元管理
１．折衝担当部署の名称、住所、電話番
号、ファックス番号
２．全国の緊急通報先となる消防機関ごと
の管轄エリア
３．これらが変更された場合の変更情報
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通信事業者がOAB〜J番号を使ったサービス
を提供する為には、法令（電気通信番号規
則 別表第二（第15条第2項関係））により
緊急通報への対応を義務付けられている。
現在、緊急通報（１１９番）機能を設置す
るためには、通信事業者は消防機関（消防
本部・分署・消防団）との間で個別に折衝
を行わなければならない状況にある。その
際、消防機関ごとの折衝担当部署、管轄エ
リア、およびそれらが変更された場合の変
更情報を、全国の約1,300の消防機関につ
いて個別に把握する必要があるため、通信
事業者にとって多大な労力と費用の負担と
なっている。

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

管理コード

z0400056

制度の
所管官庁

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

０ＡＢ〜Ｊ番号の指定において
緊急通報機関（１１９）への接続 電気通信番号規
は、緊急通報実現が要件となっ
にかかるシステム・対応の統一 則 別表第二
ており、申請書等により緊急機
第５欄
化
関への接続を確認

特定電気通信役
務提供者の損害
賠償責任の制限
プロバイダ責任制限法における
及び発信者情報
総務省（法務
発信者情報開示請求制度の改
z0400057
の開示に関する
省）
善
法律（プロバイダ
責任制限法）第4
条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

１ プロバイダ責任制限法第４
条においては、開示関係役務提
供者が同条第１項の開示請求
に応じないことにより生じた損害
については、自己が発信者であ
る場合を除き、故意又は重大な
過失がある場合でなければ、損
害賠償責任を負わない旨の免
責規定が設けられている（第４
項）。
２ 一方、開示関係役務提供
者が開示請求に応じた場合で、
その後、当該判断が誤っていた
ことが明らかになった場合、開
示関係役務提供者は発信者に
対し、損害賠償責任を負う可能
性がある。
３ 現行法では、開示関係役
務提供者が、侵害情報の流通
により当該開示を請求する者の
権利が侵害されたことが明らか
であるか否か、当該発信者情報
が当該開示の請求をする者の
損害賠償請求権の行使のため
に必要である場合その他発信者
情報の開示を受けるべき正当な
理由があるか否かの各点につ
いての判断を行うものとされて
いる。
４ したがって、開示関係役務
提供者は 上記各点について

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

b

0AB〜J番号を利用した電話事
業者と消防本部との１１９番接続
を円滑に実施するために、消防
- 庁、総合通信基盤局、消防関係
機関、電話事業者からなる連絡
（連絡 会を、１６年度中に消防庁に設
会の 置する。連絡会において、費用
開催） 負担、１１９番通報の受信回線
種別、電話事業者と消防本部と
の１１９番接続に関する具体的
な手順を調整する。

要望は、通信事業者との間で
緊急通報(１１９番)機能を設置す
るための消防機関における統一
基準を国のルールとして整備す
ることを求めているものであり、
この点についての具体的な対応
策を更に検討され、示されたい。
また、上記を踏まえた実施時期
について、その時期となる理由
も含め具体的に示されたい。

ｃ

発信者情報は、憲法第２１条第２項を
受けて電気通信事業法に規定されてい
る通信の秘密として保護されるべき情
報であり、また、当該情報の開示は、発
信者のプライバシーや表現の自由とい
う重大な権利利益に関する問題であ
る。さらに、その性質上、いったん開示
されてしまうとその原状回復は不可能で
あるため、裁判所の判断に基づく場合
以外に開示を行うケースは例外的なも
のになると認識している。
発信者情報開示請求においては、実
質的な利害を有しているのは請求者と
発信者であるが、発信者の匿名性が維
持されたままでの手続参加が認められ
ない裁判制度の枠組みにおいては、開
示関係役務提供者を通じて、請求者の
権利実現及び発信者の手続保障を図る
ことが不可欠である。
プロバイダ責任制限法第４条第４項に
おいて、開示関係役務提供者が裁判外
の開示請求に応じなかったことによって
責任を負う場合を、故意又は重過失が
ある場合に制限しており、また、今後、
発信者情報開示請求訴訟に係る判例
が蓄積されることにより、発信者情報開
示の是非の判断が容易になっていくこと
が期待される。
発信者情報開示は、発信者の有する
プライバシーや表現の自由という、憲法
にその根拠を有する利益をどのような
場合に制限できるかという点を判断する
ものである以上、非公開であり、かつ対
審手続が採られない非訟手続によって
開示の是非を決定するのは、裁判を受
ける権利の保障との関係で憲法上の疑
義があるといわざるを得ない

①回答では、開示関係役務提供
者を通じて、請求者の権利実現
及び発信者の手続保障を図るこ
とが不可欠である理由に、「発
信者の匿名性が維持されたまま
での手続参加が認められない裁
判制度の枠組み」を挙げ、裁判
制度を所与のものとして扱われ
ているが、要望理由で指摘して
いる点を踏まえ、裁判制度の枠
組みそのものを含めた見直しを
改めて検討され、示されたい。
②また、現行の発信者開示請求
制度を維持するのであれば、開
示関係役務提供者の判断で発
信者情報を開示した場合におけ
る免責規定の創設についても必
要と考えられる。この点につい
て、検討され、示されたい。

Ⅰ
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

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）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

通信事業者がOAB〜J番号を使ったサービス
を提供する為には、法令（電気通信番号規
則 別表第二（第15条第2項関係））により
緊急通報への対応を義務付けられている。
現在、緊急通報（１１９番）機能を設置す
るために、通信事業者は消防機関（消防本
部・分署・消防団）との間で個別に折衝を
行わなければならないが、次に示す事項に
ついて①合意基準や、②授受すべき書類の
形式等が消防機関によって異なっており、
また場合によってはこれらが定められてい
ない場合がある。

z0400056

総務省

緊急通報機関（１１９）への接続にかか
るシステム・対応の統一化

5108

51080002

11

ソフトバンクBB
株式会社

2

通信事業者との間で緊急通報(１１９番)機能
を設置する際の消防機関における統一基準
の作成

次の事項について、通信事業者との間で緊
急通報(１１９番)機能を設置するための消
防機関における統一基準を国のルールとし
て整備していただきたい。
１．通信事業者と消防機関の間の費用負担
２．使用する回線種別
３．必要書類と様式

１．通信事業者と消防機関の間の費用負担
をどうするか（消防機関建物内のＭＤＦ
（配線架）から内部は消防機関の資産設備
となるため、消防機関が費用負担すること
が原則であると考えるが、現実には通信事
業者が負担することが多い)
２．緊急通報（１１９番）用の回線とし
て、アナログ専用線とするのか、既設のＩ
ＮＳ回線とするのか、緊急通報用ＩＮＳ回
線とするのか
３．通信事業者から消防機関への緊急通報
機能設置の申入書や合意書等の書類の要否
および様式
そのため、一消防機関ごとに５〜１０回の
交渉が必要となり、交渉の開始から運用の
開始までに半年ないし一年の長期間を要し
ている。これを全国約1,300箇所の消防機
関と行うため、通信事業者にとって多大な
労力と費用の負担となっている。

z0400057

総務省（法務 プロバイダ責任制限法における発信者
情報開示請求制度の改善
省）

5094

50940002

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ソニー株式会社

2

プロバイダ責任制限法に基づいて、開示
請求者が発信者情報の開示請求を行なう場
合、裁判所の許可を得た上で開示関係役務
プロバイダ責任制限法における発信者情報 提供者に発信者情報の開示請求を行なうな
開示請求制度の改善
ど、同法第４条第１項の法定要件を満たす
か否かの判断を開示関係役務提供者に課さ
ない発信者情報開示請求制度に改められた
い。
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特定電気通信役務提供者対して発信者情報の開示請
求が行われた場合、その都度、役務提供者は自ら、①
発信情報の権利侵害の明白性、②開示すべき正当事由
の有無について判断せざるを得ない。この判断は憲法
で保障された発信者の表現の自由やプライバシーとい
う、重大な権利利益に関する問題である。いったん開
示されてしまうと原状回復は不可能である。したがっ
て裁判所の判断を得ずに一企業の独断で開示・非開示
の決定を行うことは困難であるといわざるを得ない。
（仮に役務提供者の判断で開示をし、後に裁判でその
判断が誤りであったとされた場合、役務提供者は損害
賠償責任を負わねばならない。免責規定なし。）
その為、免責規定が設けられているという消極的な
理由から、役務提供者は発信者情報の非開示を選択す
ることになるが、当然に要求が満たされない開示請求
者によって、発信者情報の開示を求める裁判が提起さ
れることになる。役務提供者は被告となるが、裁判上
何の反論もできず、ただ形式的に裁判に参加をするこ
とになる（情報が発信された事実を知っているのみ
で、上記①②の要件については当事者間の問題であ
り、役務提供者にとっては不知）。
このように、個人の表現の自由に直接影響を及ぼす
判断をせざるを得ない点、仮に役務提供者の判断で開
示をした場合に免責されない点、紛争の当事者ではな
い役務提供者が過度の応訴負担を負う点などに鑑みる
と、上記①②の要件を満たしているかどうかの判断を
役務提供者に課さない制度に改められることが切望さ
れる。
その例として例えば、開示請求者が非訟事件手続き
などの簡便な方法による裁判所の許可を得た上で、役
務提供者に対し開示請求を行うなどの制度を設けるこ
とが考えられる。（この場合、裁判所において上記①
②の判断がされ許可されている為、役務提供者が発信
者情報を開示したことによる賠償の責めは負わないと
推論される）
役務提供者に作為義務が生ずるのか否か明確でな
かった状況の中で、プロバイダー責任制限法の立法化
により、役務提供者の作為・不作為義務にかかる一定
の指針が与えられたことは評価されるが、一方で、上
記①②の法定要件をあらかじめ裁判所で判断しない限
り、迅速な開示要求に積極的に応じていくことは困難
であり、プロバイダー責任制限法の立法趣旨にもそぐ
わないものと考えられる。

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

管理コード

z0400058

z0400059

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

相互承認に関す
る日本国と欧州
共同体との間の
協定、新たな時
代における経済
上の連携に関す
2400MHz帯小電力データ通信シ
る日本国とシン
ステム（Bluetooth）の完全相互
ガポール共和国
認証の実現
との間の協定、
電波法第３８条
の６第１項、第３
８条の２４、第３８
条の３１第１項

無線設備規則
第六条
小電力データ通信システムの無 無線設備規則第
線局における、占有周波数帯幅 四十九条の二十
第一号、第三号
の許容値の緩和
無線設備規則別
表第二号第30

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

国内で使用される無線設備につ
いては、外国で製造される無線
設備についても、国内法に規定
する技術基準を満たすものであ
れば、認証を受けることができ
る。

小電力データ通信システムの無
線局の無線設備の占有周波数
帯幅の許容値について、2.4GHz
帯の周波数の電波を使用するも
のは26MHz以下、5GHz帯の周
波数の電波を使用するものは
18MHz以下と規定している。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

b

措置の概要
（対応策）

-

無線設備の技術基準は、各国・各
地域ごとに、電波事情等を勘案して
それぞれ定められていることから、
国内で使用するに際しては、国内電
波法に規定する技術基準を満たす
ことを確認する必要があるところ、
Bluetoothが搭載されている無線設
備についても同様である。
2400MHz帯小電力データ通信シス
テム(Bluetoothが搭載されている無
線設備を含む。)等の特定無線設備
については、国内の電波法に規定
する技術基準に適合しているもので
あれば、国内で認証を受けずとも、
欧州等のMRAを締結している国に
おいて、MRAに基づく外国の適合性
評価機関による認証を受けることに
より、また、MRAを締結していない
国においても、国内電波法に基づく
外国の承認証明機関による認証を
受けることにより、いずれの場合に
おいても、当該無線設備を国内にお
いて使用することが可能である。
なお、無線設備については、規制
改革・民間開放推進３か年計画（平
成１６年３月閣議決定）において、
「輸出入の円滑化を図る観点から、
技術・検査体制等の同等性の確保
に配意しつつ、必要に応じて、諸外
国との間で相互承認を実施する」こ
ととされているところである。

Ⅲ

小電力データ通信システムにつ
いて、2.4GHz帯の周波数を使用
するものは、無線LANをはじめ、
移動体識別（構内無線局）等、
既に幅広い分野で普及してお
り、無線LANの占有周波数を広
帯域化した場合には、これらの
設備の利用に影響を与える恐れ
がある。また、5GHz帯の周波数
を使用するもの（無線LAN）は、
情報通信審議会5GHz帯無線ア
クセスシステム委員会からの報
告（諮問第2014号 平成16年11
月29日）にあるとおり、現在IEEE
で標準化が検討されているシス
テム（802.11n)への対応につい
ては、今後の課題の一つとされ
ているところである。このため、
本システムの占有周波数帯幅を
広帯域化することにより高速化
を実現する技術の導入にあたっ
ては、国際的な標準化動向を踏
まえることの他、周波数の効率
的利用、既存システムとの共用
など技術的妥当性を考慮するこ
とが必要であり、関係者を含め
た慎重な検討を行っていく所
存。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400058

制度の
所管官庁

総務省

項目

2400MHz帯小電力データ通信システム
（Bluetooth）の完全相互認証の実現

要望
管理番号

5094

要望事項
管理番号

50940003

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

ソニー株式会社

要望
事項番号

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

総務省

小電力データ通信システムの無線局に
おける、占有周波数帯幅の許容値の緩
和

5094

50940004

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ソニー株式会社

4

2400MHz帯小電力データ通信システム
（Bluetooth）の完全相互認証の実現

小電力データ通信システムの無線局におけ
る、占有周波数帯幅の許容値の緩和

64/156

要望理由

Bluetoothはほとんどの国、地域で同一周
波数、同一規格で運用されているデータ通
信システムである。しかし各国、各地域で
認証方法の統一がなされていないため、同
各国、各地域のいずれかで認証を取得すれ
じ製品（搭載されているBluetoothも同じ
ば、他でそれが転用できるように、完全な
仕様）にもかかわらず個別に認証取得する
る相互認証を実現してもらいたい。
必要が生じている。
要望が実現によりコストが低減でき、
Bluetooth製品の普及にもつなげることが
可能となる。

占有周波数帯幅の許容値を下記のように緩
和すべき。

z0400059

具体的事業の
実施内容

①2.4GHz帯高度化小電力データ通信システ
ム OFDM、DS : 40MHz
②5GHz帯小電力データ通信システム
40MHz

無線LANシステム（小電力データ通信シ
ステムの無線局）における技術基準におい
て占有周波数帯幅の許容値が下記のように
定められている。
①2.4GHz帯高度化小電力データ通信シス
テム OFDM、DS : 26MHz
②5GHz帯小電力データ通信システム
18MHz
占有周波数帯幅の許容値が上述のように
1チャンネル相当分に制限されているた
め、通信速度の高速化が図れない。また例
えば諸外国には、米国等既に２チャンネル
使用が認められ高速化通信が実用化されて
いる国もある。要望が実現されることで高
速化が図れると共に、次世代の規格
（IEEE802.11nなど）にも道を開くもので
あると考えられる。

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

管理コード

z0400060

z0400061

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

電波法第２条第
４号、第３８条の
６第１項、第３８
条の７第１項、第
３８条の２４第１
項、第３８条の２
小電力データ通信システムの無 ６、第３８条の３１
線局における空中線の追加認 第１項、第４項及
び第６項
証の廃止もしくは認証番号変更
特定無線設備の
の廃止
技術基準適合証
明等に関する規
則第８条第１項、
第２０条、第２７
条、第３６条

電波法第３８条
の７第１項、第３
８条の２６、第３８
条の３１第４項及
び第６項
小電力データ通信システムの無
特定無線設備の
線局における認証番号の表示
技術基準適合証
の廃止
明等に関する規
則第８条第１項、
第２０条、第２７
条、第３６条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

技術基準適合証明等を受けた
無線設備について、変更の工事
がなされた場合は、その変更前
の認証等の効力を有しない。
また、技術基準適合証明等に
より表示が付された無線設備に
ついては、免許不要等の特例を
受けることができる。

技術基準適合証明等により表示
が付された無線設備について
は、免許不要等の特例を受ける
ことができる。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

c

-

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

特定無線設備については、技
術基準適合証明等を受けること
により、免許を要しない等の特
例措置を受けることができるが、
無線設備の変更の工事がなさ
れた場合、変更の工事後の無
線設備が技術基準に適合してい
るか否かを確認するため、再
度、技術基準適合証明等を受け
る必要がある。
今回の要望は、ノートＰＣ内蔵の
無線ＬＡＮに係る一定の基準を
満たす空中線の追加に係るもの
と認識しており、当初の認証の
際に想定されていなかった空中
線について、技術基準への適合
性が確認できないことから、改
めて認証を行うことが必要であ
るが、当初の認証の際に一定の
基準を満たす空中線が想定され
ている場合は、それらを含めて
当初に認証を受けることにより、
再度の認証を不要とすることが
可能であり、番号についても、こ
れを変更することなく付すことが
可能である。

技術基準適合証明等の表示
における番号は、技術基準不適
合機器が現われた場合に、他の
無線局の運用を阻害するような
混信等の妨害が生じたり、ネット
ワーク全体に甚大な悪影響を及
ぼす可能性があることから、迅
速かつ確実に製造業者、機種等
を特定し、国として必要な措置を
講じるために必要である。
今回の要望は、無線ＬＡＮの空
中線の追加に係るものであると
認識するが、「小電力データ通
信システムの無線局における空
中線の追加認証の廃止若しくは
認証番号変更の廃止」という要
望に対する回答で述べたとお
り、当初の認証の際に一定の基
準を満たす空中線が想定されて
いる場合は、それらを含めて当
初に認証を受けることにより、再
度の認証を不要にすることが可
能であり、番号についても、当初
の認証の際のものを変更するこ
となく使用することが可能であ
る。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400060

z0400061

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

小電力データ通信システムの無線局に
おける空中線の追加認証の廃止もしく
は認証番号変更の廃止

小電力データ通信システムの無線局に
おける認証番号の表示の廃止

要望
管理番号

5094

5094

要望事項
管理番号

50940005

50940006

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

ソニー株式会社

ソニー株式会社

要望
事項番号

5

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①一定の基準を満たす空中線（例
EIRP100mW以下）の追加の場合には、追加
小電力データ通信システムの無線局における 申請自体を撤廃すべき
空中線の追加認証の廃止もしくは認証番号
変更の廃止
②①が改善されない場合には、空中線追加
申請毎に認証番号の変更を廃止とし不変な
ものとすべき

無線LANシステム（小電力データ通信シス
小電力データ通信システムの無線局における テムの無線局）における技術基準適合証明
認証番号の表示の廃止
の場合、認証番号の表示を廃止し、マーク
だけの表示とすべき
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具体的事業の
実施内容

要望理由

①ノートＰＣ内蔵の空中線は機種毎にその
形状が異なっているのが実情であり、その
都度変更申請を行う事により時間的にも工
数的にも損失が発生する。多くの諸外国
（アメリカ、韓国を除く）ではこのような
変更申請が必要ないと聞く。
②空中線の追加申請毎に認証番号が変更さ
れることは珍しく、上述のアメリカと韓国
においては追加申請が必要であるが認証番
号は不変である。さらに日本では認証番号
の全桁表示を義務付けられていることから
機種ごとに異なった認証番号ラベルを用意
する必要があり、ノートPCの量産性におい
て大きな障害となっている。

無線LANシステム（小電力データ通信シ
ステムの無線局）における技術基準適合証
明の場合、証明ラベル（マーク及び認証番
号）を表示しなくてはならない。
空中線の追加申請毎に認証番号が変更さ
れることは珍しく、アメリカと韓国におい
ては追加申請が必要ではあるが認証番号は
不変である。日本では認証番号の全桁表示
を義務付けられていることから機種ごとに
異なった認証番号ラベルを用意する必要が
あり、ノートPCの量産性において大きな障
害となっている。

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

管理コード

z0400062

z0400063

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

登録認定機関は、技術基準適
電気通信事業法 合認定を受けようとする者から
第52条、第53条 求めがあった場合には、総務省
第1項、第56条第 令で定めるところにより審査を行
有線LAN（Ethernet）通信端末機
い、当該求めに係る端末機器
1項
器の電気通信端末認証・認定対
端末機器の技術 （総務省令で定める種類の端末
象からの除外
基準適合認定等 設備の機器をいう。）が総務省
に関する規則第3 令で定める技術基準に適合して
いると認めるときに限り、技術基
条第1項
準適合認定を行うものとする。

登録認定機関は、技術基準適
電気通信事業法 合認定を受けようとする者から
第52条、第53条 求めがあった場合には、総務省
第1項、第56条第 令で定めるところにより審査を行
電気通信端末認証・認定におけ
い、当該求めに係る端末機器
1項
るモデムのモジュール認証・認
端末機器の技術 （総務省令で定める種類の端末
定適用範囲拡大
基準適合認定等 設備の機器をいう。）が総務省
に関する規則第3 令で定める技術基準に適合して
いると認めるときに限り、技術基
条第1項
準適合認定を行うものとする。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｅ

ｃ

−

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

有線LAN通信端末がADSLモ
デムを介して電気通信事業者の
電気通信回線設備に接続される
場合であって、分界点が電気通
信回線設備とADSLモデムとの
間にある場合は、当該ADSLモ
デムにより端末機器の技術基準
適合性が担保される限り、当該
有線LAN通信端末は必ずしも技
術基準適合認定又は設計認証
を受ける必要はない。
なお、有線LAN通信端末が電気
通信事業者の電気通信回線に
直接接続される場合は、当該有
線LAN通信端末は技術基準適
合認定又は設計認証の対象と
なる。

取り外し可能なモジュール単体
で端末機器の技術基準適合性
が担保される場合とは異なり、
取り外しが不可能であれば、全
体が端末機器として技術基準適
合認定又は設計認証の対象と
なるものである。
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その他

当室からの
再検討要請

有線LAN（Ethernet）通信端末
が直接、電気通信業者の通信
回線に直接接続される場合とは
ADSLモデム、ケーブルモデム等
の回線終端装置も電気通信事
業者の通信回線と解釈した場合
であるが、ADSLモデム、ケーブ
ルモデム等の回線終端装置自
体が端末機器の技術基準適合
性を担保していなければ、電気
通信事業者の通信回線終端装
置では在り得ないはずである。
従って、有線LAN（Ethernet）が
回線終端装置を介して電気通信
事業者の通信回線に接続される
場合の分界点は常に電気通信
回線設備と回線終端装置との間
にあると考えるべきである。その
ように考えた場合、有線LAN
（Ethernet）通信端末が直接、電
気通信業者の通信回線に直接
接続される場合は有り得ないの
で、電気通信端末認証・認定機
器の対象から除外されるべきで
ある。

欧米諸国では技術基準適合認
定、設計認証が非対象となって
いるように、モジュール単体で端
末機器の技術基準適合性が担
保されている事が証明されれ
ば、取り外しの可・不可に関わら
ず、電気通信事業者の通信回
線接続に対して、端末機器の技
術基準適合性が担保されると考
えるべきであるが、取り外しが不
可であることだけを理由に、技
術基準適合性が担保されないと
考えることに対する合理的な回
答を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400062

z0400063

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

有線LAN（Ethernet）通信端末機器の電
気通信端末認証・認定対象からの除外

電気通信端末認証・認定におけるモデ
ムのモジュール認証・認定適用範囲拡
大

要望
管理番号

5094

5094

要望事項
管理番号

50940007

50940008

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

ソニー株式会社

ソニー株式会社

要望
事項番号

7

8

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

有線LAN（Ethernet）通信端末は電気通信
有線LAN（Ethernet）通信端末機器の電気通
端末認証・認定機器の対象から除外するべ
信端末認証・認定対象からの除外
きである。

パーソナルコンピューター等の有線LAN
（Ethernet）通信端末機器は電気通信事業
者の電気通信回線設備に接続される通信端
末機器と見なされ、電気通信端末認証・認
定機器として、各機種毎に書類等による審
査を試験機関より受けなければいけないと
されている。
有線LAN（Ethernet）通信端末は電気通
信事業者の電気通信回線設備に直接、接続
される事はなく、ADSLモデム等を介して電
気通信回線設備に接続される。従って、電
気通信回線設備との分界点はADSLモデム側
にあるとみなされる。よって有線LAN
（Ethernet）通信端末は電気通信端末認
証・認定機器の対象から除外されるべきで
ある
要望が実現されることで、電気通信端末
機器の認証・認定審査に必要な書類を作成
するのに要する工数、審査費用を削減する
事が出来る。

モデムを搭載している通信端末機器におい
てモジュール認証・認定されているモデム
を使用した時、ユーザーがモデムモジュー
電気通信端末認証・認定におけるモデムのモ
ルを取り外し不可能な構造の場合でもモ
ジュール認証・認定適用範囲拡大
ジュール認証・認定適用範囲内と見なし、
モデムに関する審査を省略するべきであ
る。

パーソナルコンピューター等モデムを搭
載している通信端末機器においてモジュー
ル認証されているモデムを使用した時、
ユーザーがモデムモジュールを取り外し可
能な構造の場合は電気通信端末認証・認定
におけるモジュール認証・認定が適用さ
れ、モデムに関する審査は省略されるが、
ユーザーが取り外し不可能な構造の場合は
モジュール認証・認定適用外と見なされ、
モデムに関する審査が必要であるとされて
いる。
モジュール認証・認定されているモデム
は、そのモジュール単体で通信端末機器の
技術基準を満足して、技術基準適合認定を
受けているので、ユーザーがモデムモ
ジュールを取り外す事の可、不可をモ
ジュール認証・認定適用範囲の条件にする
事は適当ではない。
アメリカ、ヨーロッパ等の諸外国ではユー
ザーがモデムモジュールを取り外す事の
可、不可をモジュール認証・認定適用範囲
の条件にはしていない（取り外しが不可能
な構造でもモジュール認証・認定が適用さ
れる）。
要望が実現されることによって、電気通
信端末機器の認定・認証審査に必要な書類
を作成するのに要する工数、審査費用を削
減する事が出来る。
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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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

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

当室からの
再検討要請

要望者からの下記の更なる意見
を踏まえて、改めて検討され、具
体的な対応策を示されたい。

z0400064

z0400065

総務省、法務
省

全省庁

地方税の徴収・回収業務支援

地方自治法第２ 地方税の徴収は、私人をして行
４３条
わせてはならない。

クレジットカード決済による支払
業務

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

実施してない。
契約者（債主）に支払っている。

ｃ

b

Ⅰ

Ⅳ

地方自治法施行令第１５８条の
２により地方税の収納を民間に
委託する仕組みは導入されてい
る。
一方、地方税の徴収は、滞納者
の意に反して強制的に実施され
る公権力の行使の中でも国民の
権利義務に直結した特に強力な
権力行為を含むものであること
から、私人に委託することは適
切ではない。

クレジットカード支払について
は、現行会計法規等を考慮し対
応できるものから早期に検討を
開始し、検討の結果対応し得る
ものについては、省内の訓令・
通達等の整備等を行い、１７年
度中から導入していくこととした
い。
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地方税の収納を民間に委託す
る仕組みを導入しているにもか
かわらず、地方税の徴収は強力
な公権力の行使に当たり私人に
委託することは不適切、とする
回答は矛盾しており、納得でき
るものではない。公権力の行使
に当たるかどうかは相対的な問
題であり、電話・文書催告、現地
調査、訴状作成などの支援であ
れば、当たらないと考える。これ
らの業務が公権力の行使に当
たると主張するのであればその
根拠を説明していただきたい。こ
れらの業務については、御指摘
の委託の仕組みの中で対応す
るか、必要な法令改正をするか
して、可能とするよう措置してい
ただきたい。

要望の趣旨は、職員の個人所
有のクレジットカードの利用促進
ではなく、貴省がカード会社と契
約し、クレジットカードを職員に
交付するまたはそのカードで物
品購入を行うといった民間企業
で使用されているいわゆる「コー
ポレートカード」の使用を求めて
いるものである。
この点についても明示して回答
願いたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400064

z0400065

制度の
所管官庁

項目

総務省、法務
地方税の徴収・回収業務支援
省

全省庁

クレジットカード決済による支
払業務

要望
管理番号

5095

5095

要望事項
管理番号

50950001

50950002

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

株式会社クレディセゾン・
ジェーピーエヌ債権回収株式
会社・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

1

2

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

債権回収業者（サービサー）は、さま
ざまな回収に対し、確実な実績をあげ
るノウハウを有している。公権力の行
使の部分以外の文書・電話催告、現地
地方自治法243条（私人の公金取扱い
調査や訴状作成などのサポートを行う
の制限）「普通地方公共団体は、法律
ことで、徴収・回収業務の効率化を図
又はこれに基づく政令に特別の定めが
り、徴収率の向上と職員負荷の軽減に
ある場合を除くほか、公金の徴収若し
寄与することができる。現在は文書・
くは収納又は支出の権限を私人に委任
電話催告、現地調査や訴状作成などの
文書・電話催告、現地調査支援、訴状
し、又は私人をして行なわせてはなら
支援を行いたくとも、地方自治法243
作成支援等
ない」の部分に関して規制緩和・規制
条において「公金の徴収もしくは収納
改革を講ずることが必要。また債権管
は私人に委任し、または私人をして行
理回収業に関する特別措置法第一章第
わせてはならない」となっており行う
二条（定義）についても弁護士法72条
ことができない。よって、私人も行う
に対する配慮をお願いしたい。
ことができるように緩和していただき
たい。また、債権管理回収業に関する
特別措置法第一章第二条（定義）につ
いても現在定義にないので弁護士法72
条に対してご配慮いただきたい。

地方税の徴収・回収業務支援

各省庁で発生する出張旅費や物品購入
などの支払いを職員による立替精算や
クレジットカード決済による支払業務 請求書支払でなく、クレジットカード
支払で行うことに対する規制緩和をし
ていただきたい。
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出張旅費や物品購入等の支払業務をク
レジットカード払いで行い、仮払・立
替払や請求書払いなどの業務処理を各
職員にクレジットカードを配布し、業
務を効率化・簡素化する。

これまで各職員が個別に行っていた精
算業務をクレジットカード支払で行う
ことで会計処理の簡素化と事務の効率
化を図ることができる。具体的には職
員の精算業務の効率化、仮払・立替等
の出納業務の削減、決算の簡素化、振
込手数料の削減などが実現できると考
えているため、クレジットカードによ
る支払業務を行いたい。現在の各省庁
の会計規則上問題があれば、行えるよ
うに緩和していただきたい。制度上問
題がなければ、その旨を明示していた
だきたい。現在、内閣府、財務省、経
済産業省、警察庁で部分的に導入され
ている。したがって実務的に問題がな
いと考える。

その他
（特記事項）

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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

地方自治法第２
地方公共団体の財産は一定の
国・地方公共団体の保有する財
３７条第３項、第
財務省、総務
場合に普通財産である土地に
産について流動化、証券化を目
z0400066
２３８条の５第２
省
限って信託することが出来る。
的とした信託を可能とすること
項

国家公務員の部
分休業について
は、①国家公務
員の育児休業等 国家公務員の部分休業につい
に関する法律（平 ては、職員（国家公務員）が３歳
成３年法律第109 未満の子について、託児の態
号）第11条、②人 様、通勤の状況等に応じて、正
人事院、総務 育児に係る部分休業の時間数
事院規則19-0 規の勤務時間の始め又は終わ
z0400067
省
の弾力化
（職員の育児休 りに、１日を通じて２時間以内休
業等）第15条。地 業することができる制度。地方
方公務員につい 公務員についても、国の部分休
ては、地方公務 業に準じた制度となっている。
員の育児休業等
に関する法律
第９条。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｂ

Ⅰ

国家
公務
員：
III(Ⅰ）
地方
公務
員：
(Ⅰ）

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

地方公共団体の財産は、住民
からの税金等を原資とするもの
であり、法律上特別に認められ
た方法、手続によって安全かつ
確実に管理する必要があるこ
と、信託を行うと一時的にであれ
信託財産の所有権が受託者に
移転することから、その場合の
法律上の問題点、社会に与えう
る影響等を慎重に検討する必要
があるため、引き続き慎重に検
討をしていきたい。

回答では、法律上の問題点、社会に
与えうる影響等を慎重に検討する必要
があり、対応不可とされているが、以下
の諸点について回答いただきたい。
① 一部の地方公共団体において、その
保有する金銭債権あるいは普通財産で
ある土地・建物について、ローン・パー
ティシペーション方式あるいはセル＆
リースバック方式により、流動化、証券
化を行い、資金調達を実施している実
例が存在するところ、同等の経済的効
果を実現することのできる信託方式が
認められない理由について明確にされ
たい。
② 昭和６１年５月３０日付「地方自治法
の一部を改正する法律等の施行につい
て（通知）」では、地方公共団体が保有
する普通財産である土地（又はその定
着物）を信託に係る信託受益権の取得
又は処分については、慎重に取扱うこと
とすべきである、とされている。斯かる
通知を前提とした場合、国有財産につ
いては、普通財産である土地（及びその
定着物）の信託に係る信託受益権につ
いては譲渡が可能であり、かつ譲渡し
た場合には信託契約の解除ができない
こととなっているところ、地方公共団体
の保有する財産について、これとは異な
る規律を定めていることとなるが、斯様
に規律を違えている理由を明確にされ
たい。あわせて、上記通知の現状にお
ける取扱いを明確にして頂きたい。
③ 「引き続き慎重に検討していきた
い。」としているところ、検討の場、検討
内容及び検討終了の目途について、明
確にされたい。

（国家公務員について）
要望内容については、人事院
において、本年７月の「多様な勤
務形態に関する研究会」の中間
取りまとめによる部分休業の弾
力化の提言を受け検討が行わ
れているところ。今後、人事院か
ら、国家公務員の育児休業等に
関する法律の改正に関する意
見の申出がなされた場合、その
内容を踏まえ同法の改正を検討
する。
（地方公務員
について）地方公務員の育児休
業制度は、地方公務員の勤務
条件は国との権衡を考慮して定
めることとされており、国の育児
休業制度に準じた制度となって
いるところであり、今後、必要に
応じ、国の動向を踏まえて対応
を行う。

①現時点での検討の方向性②
結論時期について具体的に示さ
れたい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400066

制度の
所管官庁

項目

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を
省
可能とすること

人事院、総務 育児に係る部分休業の時間数の弾力
z0400067
化
省

要望
管理番号

5096

5097

要望事項
管理番号

50960001

50970001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

社団法人信託協会

岐阜県多治見市

要望
事項番号

1

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

・ 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
国・地方公共団体の保有する財産について流 ておらず、また、地方公共団体の場合は公
動化、証券化を目的とした信託を可能とする 用又は公共用に供するために必要が生じた
こと
ときは信託期間中であっても信託契約を解
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。

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

要望理由

その他
（特記事項）

・ 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。

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

「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

管理コード

制度の
所管官庁

人事院、総務
z0400068 省、厚生労働
省

項目

育児休業期間の弾力化

該当法令等

制度の現状

国家公務員の部
分休業について
は、①国家公務
員の育児休業等 国家公務員の部分休業につい
に関する法律（平 ては、職員（国家公務員）が３歳
成３年法律第109 未満の子について、託児の態
号）第11条、②人 様、通勤の状況等に応じて、正
事院規則19-0 規の勤務時間の始め又は終わ
（職員の育児休 りに、１日を通じて２時間以内休
業等）第15条。地 業することができる制度。地方
方公務員につい 公務員についても、国の部分休
ては、地方公務 業に準じた制度となっている。
員の育児休業等
に関する法律
第９条。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

（国家公務員について）
要望内容については、人事院
において、本年７月の「多様な勤
務形態に関する研究会」の中間
取りまとめによる提言を受け、部
分休業の弾力化の中で検討が
行われているところ。今後、人事
院から、国家公務員の育児休業
等に関する法律の改正に関する
意見の申出がなされた場合、そ
の内容を踏まえ同法の改正を検
討する。
（地方公務員について）地方公
務員の育児休業制度は、地方
公務員の勤務条件は国との権
衡を考慮して定めることとされて
おり、国の育児休業制度に準じ
た制度となっているところであ
り、今後、必要に応じ、国の動向
を踏まえて対応を行う。

その他

当室からの
再検討要請

①現時点での検討の方向性②
検討結論時期について具体的
に示されたい。

要望者は以下の意見を提出している
ところであり、要望者の意図も踏まえ、
改めて検討されたい。

z0400069

総務省

普通地方公共団体の議会にお
地方自治法第96条第1項第12号
地方自治法第96
いて、法律上その義務に属する
の和解及び同項第13号の損害
条第1項第12号
損害賠償の額を定めることにつ
賠償の額を定めることに関する
及び同項第13号
いて議決しなければならない。
議会の議決範囲の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

損害賠償の額の決定について、
議会の議決にかからしめようと
する法律の趣旨は、執行機関の
事務処理上、適正を欠くものが
ある場合に生ずる事件を議決事
Ⅰ・Ⅱ 項とすることにより、執行機関を
監視してその適正な事務処理を
担保することにあることから、損
害賠償の額が少額であることを
もって議決事項から除くことは不
適当であると考えられる。
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交通事故等に伴う損害賠償の小額な
ものは、地方自治体において地方自治
法（以下「法」という。）第180条第1項の
規定により長の専決処分としているもの
がほとんどである。同条第2項の規定に
より議会への報告義務はあるが、専決
処分の報告時点で示談や賠償額の支
払いが済んでいおり、議会への報告が
適宜を得たものとはいい難い。
議会における報告で事件処理の適正
性を問いただしたところで、示談を反故
にする必然性が生じるとは考え難く、ど
ちらかというと住民監査請求の範疇に
入るのではないか。
また、本要望は基本的に法第180条第
1項の規定による専決処分の範囲内に
おける小額賠償額のみに限定するもの
であり、「適正を欠くものがある場合」の
想定が及びにくいものと考える。
なお、国においては、国家公務員によ
る損害賠償事案について、議決事件に
係る規定は存在せず、これを行政監察
や会計検査の検査に付すると考えるな
らば、普通地方公共団体においても監
査委員による監査が存在することから、
これにより執行機関の適正な事務処理
を担保できると考える｡

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

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）

具体的
要望内容

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

人事院、総務

z0400068 省、厚生労働 育児休業期間の弾力化

5097

50970002

11

岐阜県多治見市

2

育児休業期間の弾力化

省

z0400069

総務省

地方自治法第96条第1項第12号の和解
及び同項第13号の損害賠償の額を定
めることに関する議会の議決範囲の緩
和

5097

50970003

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

岐阜県多治見市

3

具体的事業の
実施内容

地方自治法第96条第1項の議会の議決を受
けるべき事項のうち同項第13号の「法律上
その義務に属する損害賠償の額」について
は、「政令で定める金額以内で条例で定め
る金額を除く｡」こととし、同項第12号の
地方自治法第96条第1項第12号の和解及び
「和解」についても、「法律上その義務に
同項第13号の損害賠償の額を定めることに
属する損害賠償に関わるものについては、
関する議会の議決範囲の緩和
政令で定める金額以内で条例で定める金額
を除く。」こととし、議会の議決を得る事
項の緩和を図る｡
なお、政令で定める金額は、100万円以
内で条例で定める額とする｡
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交通事故等による小額な損害賠償について
は、保険で対応が可能であり、地方公共団
体にとって異例の支出義務を負うものでな
いにもかかわらず、その都度同法180条第1
項の規定により専決処分し、同条第2項の
規定により議会に報告しなければならな
い。
したがって、事務の合理化を図る観点か
ら「政令で定める金額以内で条例に定める
金額」については地方自治法第96条第1項
第13号の議会の議決要件から除くこととす
る｡
また、「示談」に当たる同法第96条第1
項第12号の「和解」についても同趣旨で、
「法律上その義務に属する損害賠償に関わ
るものについては、政令で定める金額以内
で条例で定める金額」を除くこととする。

要望理由

その他
（特記事項）

①承認された期間を継続的に休業する（断
続的な勤務が認められない）ことから、職
場復帰への不安が大きいとの意見があるこ
と。②育児は地方公務員のみならず、国家
公務員、民間企業労働者にも共通する事項
と認識している。したがって、次世代育成
支援の観点からも育児休業制度を全国的な
規模で活用しやすい制度にすべきことが急
務であること。③国との権衡を考慮して、
構造改革特区第５次提案（規制特例提案事
国の育児休業制度に準じて定めるものとの
項管理番号16371020）
意見は理解できるが、平成16年６月９日に
公布された「地方公務員法及び地方公共団
体の一般職の任期付職員の採用に関する法
律の一部を改正する法律（法律第85号）」
においては、国家公務員にない制度を地方
公務員制度に導入された例（高齢者部分休
業及び修学部分休業制度の創設）もあるこ
とから、必ずしも国の育児休業制度に準じ
なければならないとはいいきれないこと。

昨年本市において、地方自治法180条第1項
の規定により専決処分し、同条第2項の規
定により議会に報告した損害賠償の額を定
める件数は10件で、1件当たりの平均額は
63,276円である。

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

管理コード

z0400070

制度の
所管官庁

総務省

項目

該当法令等

①地方公務員法
（昭和25年法律
第261号）第24条
勤務実績を反映した給与処遇制
②同法第25条第
度の創設
３項
③同法第27条及
び第28条

制度の現状

地方公務員法
（給与、勤務時間その他の勤務
条件の根本基準）
第二十四条 職員の給与は、そ
の職務と責任に応ずるものでな
ければならない。
２ 前項の規定の趣旨は、でき
るだけすみやかに達成されなけ
ればならない。
３ 職員の給与は、生計費並び
に国及び他の地方公共団体の
職員並びに民間事業の従事者
の給与その他の事情を考慮して
定められなければならない。
４ 職員は、他の職員の職を兼
ねる場合においても、これに対し
て給与を受けてはならない。
５ 職員の勤務時間その他職員
の給与以外の勤務条件を定め
るに当つては、国及び他の地方
公共団体の職員との間に権衡を
失しないように適当な考慮が払
われなければならない。
６ 職員の給与、勤務時間その
他の勤務条件は、条例で定め
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

-

第二十五条 （略）
２ （略）
３ 給与に関する条例には、左
の事項を規定するものとする

z0400071

総務省

執行機関の条例による設置

普通地方公共団体の執行機関
地方自治法第１ として普通地方公共団体の長の
３８条の４第１項 外、法律の定めるところにより、
委員会又は委員を置く。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

公務員は地位の特殊性と職務の公共性に
より労働基本権に一定の制限が加えられて
いることの代償として身分保障が認められて
おり、行政の継続性と安定性を確保するため
に、任命権者が任意に職員に対して不利益
な処分を行うことは否定されている。したがっ
て、地方公務員法により、給料の減給は懲
戒処分として法律及びこれに基づく条例に
よってのみ、降給については分限処分として
条例で定めることによってのみ行うことがで
きることと厳格に制限されている（なお、降給
は国においても行われておらず、仮に条例に
よって定めるとしても、職員の身分保障の趣
旨から、その事由をできる限り明確に規定す
る必要があること等に留意する必要があ
る）。
多治見市の要望のように、地方公共団体
が、職員の給与決定にあたり、級・号給を変
更することなく、勤務成績に基づき一定期
間、一定割合の本給の減算を行うことは、実
質的に給料の減給及び降給と同様の効果を
もたらすことになると考えられ、このことは、
地方公務員法が減給や降給について厳格に
規定することにより確保しようとしている職員
の身分保障の趣旨に抵触する。
また、給料表に基づく級・号給を変更するこ
となく、給料を加算することは、一種の特別な
手当的性格を有するとも考えられ、地方公務
員に対して支給することができる手当を限定
列挙することにより、給与体系の公明化を図
り、手当が乱立することを防ごうとする地方
自治法の趣旨に反する恐れがあるとともに、
職務給の原則や均衡の原則といった地方公
務員法の基本にも抵触する恐れがある。

貴市が如何なる職務権限を持つ
オンブズパーソンの設置を検討
しているのか定かでないが、地
方自治制度上、公正で合理的か
つ効率的な地方公共団体の行
政を確保するために、広く地方
公共団体の事務の監査につき
職務権限を有する執行機関とし
て監査委員が既に設置されてい
るところである。地方公共団体
の執行機関の組織は、地方公
共団体の長の所轄の下に、それ
ぞれ明確な範囲の所掌事務と
権限を有する執行機関によっ
て、系統的にこれを構成しなけ
ればならないのであって、各執
行機関相互の間に所掌事務や
権限の重複等のないようにすべ
きであり、オンブズパーソンはそ
の性格上、監査委員と所掌事務
と権限が重複すると考えられる
ものであるため、これを執行機
関として認めることはできない。
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その他

当室からの
再検討要請

-

要望における職務の級・号給を
変更することなく、勤務成績に基
づき、一定期間、一定割合の給
料を加算することは「一種の特
別な手当的性格を有するとも考
えられ、地方自治法に規定する
手当限定列挙の趣旨に反する
恐れがある」、また、減算するこ
とは「実質的に減給及び降給と
同様の効果をもたらすことにな
ると考えられ、職員の身分保障
の趣旨に抵触する」との指摘が
あったが、勤務成績に基づく加
算はあくまでも「給料」であり「手
当」ではないことから地方自治
法の規定に反するものではない
と考えられる。また、減算につい
ても民間における成果主義導入
の動向を踏まえ、民間事業の従
事者の給与その他の事情を考
慮した措置である。国家公務員
においても、毎年の勤務実績を
反映する査定昇給の導入を検
討中とのことであるが、給与処
遇を見直す基本的な発想は同じ
であると考える。以上の観点を
踏まえて、具体的な対応策を改
めて検討され、示されたい。

要望者の検討しているオンブズパーソンの職
務権限については、以下のとおりであり、本
意見も踏まえ、改めて執行機関の設置の可
否について検討されたい。
当市が想定しているオンブズパーソンの主な
職務は、次のとおり。
（1）市民の市政に関する苦情を受け付け、そ
の内容を調査し、簡易迅速に処理すること。
（2）申立てに係る苦情について、市の機関に
対し、是正等の措置を講ずるよう勧告するこ
と。
（3）苦情の原因が制度そのものに起因する
ときは、当該制度の改善を求めるための意
見を表明すること。
（4）勧告、意見表明等の内容を公表するこ
と。
これらについては、市民の視点からの苦情
に応え、行政の改善を進めていくものであ
り、適法・適正の確保を旨とする監査委員の
職務【普通地方公共団体の財務に関する事
務の執行及び普通地方公共団体の経営に
係る事業の管理の監査（地方自治法第199
条第1項）並びに普通地方公共団体の事務
の執行についての監査（地方自治法第199
条第2項）】とは、その目的及び内容を異とす
ると考える。
自治体は、多様化する課題に迅速に対応し
ていくことが求められているところである。御
省の御指摘のとおり「地方公共団体の執行
機関の組織は、地方公共団体の長の所轄の
下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権
限を有する執行機関によって、系統的にこれ
を構成しなければならない」のであって、条
例を以って明確な範囲の所掌事務と権限を
有する執行機関を定めることを可能とされた
い。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400070

z0400071

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

勤務実績を反映した給与処遇制度の創
設

執行機関の条例による設置

要望
管理番号

5097

5097

要望事項
管理番号

50970004

50970005

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

岐阜県多治見市

岐阜県多治見市

要望
事項番号

4

5

要望事項
（事項名）

勤務実績を反映した給与処遇制度の創設

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

勤務評定結果に基づき、給料月額に一定割
合を加算し、又は減額することができる制
度の構築を提案したい。一定期間、一定割
合の加算、減算を行うことにより、勤務成
績を給料に柔軟に反映させることを目的と
する。現行の給料表、給与体系を維持した
うえで給料に勤務評定結果を反映させた
い。

勤務評定結果に基づき、特に成績優秀で
あった者に対しては給料月額に一定割合を
加算、また、成績が特に良くない者に対し
ては一定割合を減額することとし、次の評
定期間の成績次第では本来受けるべき給料
月額に戻ったり、又はこれに加算、減算さ
れたりする制度を構築するよう提案した
い。級・号給を変更することなく、法又は
条例で定める一定期間、一定割合の加算、
減算を行うことにより、勤務成績を給料に
柔軟に反映させることを目的とする。現行
制度において同様の効果を求めようとする
と、同一人に対して特別昇給や降給を繰り
返し行うこととなり現実的ではない。あく
までも現行の給料表、給与体系を維持した
うえで給料に勤務評定結果を反映させた
い。

構造改革特区第５次提案（規制特例提案事
項管理番号16381010）。本提案の趣旨に鑑
①「働かなくても同じ給料」は是正すべ みれば一部の地域においてのみ適用される
き。②職員が高い士気をもって働くために より、むしろ全国的に実施することができ
は、その「働き」を適切に給料に反映させ るよう措置することが適当であると考えら
ることが必要。③民間においても成果主義 れることから、特区における規制の特例措
の給与体系が導入されつつあること。
置の提案ではなく、全国で実施すべき規制
改革・民間開放要望において提案を行うも
のである。

本市では、行政改革の観点から、苦情処理
に限らず、行政改善の手法として、オンブ
ズパーソンの設置を検討していくこととし
ており、市民からも設置すべきとの意見を
頂いているところである。
オンブズパーソンの実効性を高めていくに
は、高い独立性を持ち、独自の権限を持つ
機関として設置する必要がある。
しかしながら、現行法の枠組みでは、執行
機関の附属機関として設置するしかなく、
条例により執行機関として設置できること
とするよう提案するものである。

オンブズパーソンの設置手法として、執行
機関の附属機関と執行機関を比較すると次
のとおりである。
（1）執行機関の附属機関
附属機関は、執行機関に対して、拘束力を
持たず、また、その運営についても、独立
性が無い。
また、その設置目的については、調停、審
査、諮問又は調査とされている。
（2）執行機関の設置
執行機関は、その権限の範囲内で、自ら意
思決定が可能であり、拘束力を持つことも
可能であり、また、その運営についても、
独立性が担保される。
そもそも、執行権限が一の機関に集中され
ることなく、複数の執行機関が設けられて
いる趣旨は、権力の集中を排除し、行政運
営の公正妥当を期するとともに、住民の直
接参加による機関により行政の民主化を確
保するためである。
本提案の趣旨も、これと異なるところはな
い。
既に、多くの地方公共団体において、オ
ンブズパーソン制度が確立されている。こ
れらについては、現行法の制限により、執
行機関として設置することができず、執行
機関の附属機関として設置しているところ
であるが、独立性の確保については、その
任命に当たり、議会の同意を要件とするな
どにより担保してきているに過ぎない。
従って、執行機関に対する附属機関の意見
の拘束力については、自ずから限界があ
る。
これらのことから、オンブズパーソンの
実効性を高めていくため、執行機関として
の設置が有効であると考える。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第138
条の4第1項によれば、普通地方公共団体の
執行機関の設置は、法律によることとされ
ている。
本提案は、普通地方公共団体の執行機関を
当該普通地方公共団体の条例により設置す
ることができるものとするものである。

執行機関の条例による設置
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要望理由

その他
（特記事項）

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

管理コード

z0400072

z0400073

制度の
所管官庁

総務省

総務省（厚生
労働省）

項目

該当法令等

制度の現状

住民基本台帳法
氏名に関する人権侵害を防ぐ為
第７条第１号 氏名のローマ字標記は、住民票
に必要な欧文表記を住民票に
住民基本台帳事 の記載事項となっていない。
記載する特例制度
務処理要領

放送法（昭和25
年法律第132号）
第32条第2項
身体障害者等のNHK受信料減
日本放送協会放
免手続の簡素化
送受信料免除基
準

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

○ ＮＨＫは、放送法第32条第2
項の規定に基づき、総務大臣の
認可を受けて「日本放送協会放
送受信料免除基準」を定め、身
体障害者等に対する放送受信
料の免除を行っている。
○ 例えば、要望事項に例示さ
れている身体障害者に対する受
信料免除制度のうち、「全額免
除」に係るものについては、身体
障害者手帳を所持する身体障
害者を構成員に有する世帯のう
ち、同基準第1項第4号ただし書
きの規定により「福祉事務所長
または町村長が、生活保護法に
よる保護の基準の最低生活費
の額に身体障害者福祉法に基
づく身体障害者特別加算額を加
算した額の費用によって営まれ
る生活状態以下と認める世帯」
であることが対象とされていると
ころ。
○ このため、放送受信料の免
除を申請しようとする世帯につ
いては、同世帯が一定の生活状
態以下にあること等の証明が必
要であることから、福祉事務所
長等による証明を求めているも
の。

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

① 身
体障
害者
等が
福祉
事務
所等に
出向く
必要
がある
ことに
つい
て：ｄ
② 押
印事
務の
省略
等市
町村
の事
務の
簡素
化につ
いて：ｃ
③ Ｎ
ＨＫか
らの現
状確
認に係
る個人
情報

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

住民基本台帳は、市町村の事
務の処理の基礎とするとともに、
住民の住所に関する届出等の
簡素化を図り、併せて住民に関
する記録の適正な管理を図るた
め、設けられている（法１条）。
その記載事項は法定されている
が（法７条）、ローマ字標記は記
載事項とされていない。

要望は、氏名に関する住民の基本的人権がとりわ
けその欧文表記に関して侵害される事実が認めら
れ、その是正のために当人が特定の欧文表記を
以って正当な氏名として生涯責任を負う旨の宣誓手
続きを申し出た場合には、住民票にその個人の「氏
名の欧文表記」として記載することを求めるもので
ある。要望の趣旨等を踏まえ、再度検討し示された
い。なお、以下は要望者からの意見である。住民基
本台帳法の運用目的はただ単に市町村の事務の
簡素化のみならず、適正化をも含むとの一次回答
であるが、適正化とは、国と地方の行政事務の自己
完結性の充足をもって足れりとすべきではない。住
民票の社会的役割は役所内にとどまらず、現代の
市民生活に必要不可欠な各種事業者(電気・ガス・
電気通信・保険・医療・金融)などとの取引をはじ
め、就学・就労など、生活の全局面に及ぶ。従って、
同法の施行の指針も、国内にいたままで、氏名の
欧文表記が本人の許諾なしに住民基本台帳の閲覧
者あるいは住民票の提出を受けた者により創出さ
れ、Data base化される事態が防止できない現実に
対応して、適宜改善されねばならない。本要請の準
備段階での問い合わせに対し、同法は欧文表記の
記載を排除しない旨の説明を受けたが、しからば、
21世紀の社会的要請に開明的に対応し、「国内外
を問わず、氏名を正しく呼称される権利」を認定した
最高裁判決の指針に沿う事務処理基準を策定すべ
きである。和文に於いて戸籍には記載されていない
「ふりがな」を「当人の申し立てどおりに記載する」事
務処理を基準として明示している以上、「氏名の呼
称の欧文表記」についても「当人の申し立てどおり
に記載する」ことを基準として明示することが、最も
整合性が高いことは自明である。ただし、混乱を懸
念するならば、本要請が提案している基準と誓約手
続きに拠り、基準を策定し、電子化を含め、検索の
確実化を確保すべきである。このたびの規制改革
の意義は、専ら行政内部の自己完結性に委ねてい
たのでは21世紀の市民生活において、人権を確保
し、国民一人一人の意思と能力と自己責任におい
て最大限の活躍をささえる制度とはならない現実
を、より先んじて痛感している国民の提起により改
革することである。その履行を求める。法改正を含
め、策定にあたっては、欧文表記記載は本人の求
めによることとし、望まぬ人に押し付けないことを基
本とすべきである。

-

① 身体障害者等が福祉事務所等に出向く必要が
あることについて
社会福祉事務所等において、郵送等による証明の
受付・発送が可能であれば、現行制度下での対応
が可能と考えられる。
② 押印事務の省略等市町村の事務の簡素化につ
いて
例えば全額免除の対象となる「一定以下の生活状
態の身体障害者」については、世帯の収入が生活
保護の基準の最低生活費に一定額を加えた額以
下であることなどを要件として確認する必要がある
が、身体障害者手帳や課税証明書のコピーなどで
は当該世帯が基準内にあることを証明できるもので
はないため、受信料の公平負担を確保するため、
引き続き、当該事務について、生活保護の認定など
の事務を行っている福祉事務所等の協力をいただ
かざるを得ないと考える。
なお、免除事由が消滅した場合においては、受信契
約者においてもＮＨＫに届け出ることになっている
が、現実には必ずしもすべての方から当該届け出
がなされる訳ではないため、ＮＨＫが定期的に免除
事由の存否の確認を福祉事務所等にお願いしなけ
れば、同様に受信料の公平負担は確保できないと
考えている。
③ ＮＨＫからの現状確認に係る個人情報取扱上の
問題について
現在の免除申請書には、証明先（福祉事務所等）
が免除申請時に必要な確認調査を行うとともに、そ
の後において、免除事由の存否に係るＮＨＫからの
確認に対して回答することについて申請者が同意
することを確認する項目があり、申請者において
は、こうした事務手続きに拠ることを踏まえて免除
申請を行っているところである。
また、免除申請書に証明を受ける現在の方法の場
合、ＮＨＫにはその免除手続きに必要最小限の情
報しか伝わらないが、身体障害者手帳や課税証明
書のコピーなどを提出するとした場合、当該免除手
続きには必要のない情報までＮＨＫが保管・管理す
ることになり、むしろ、個人情報保護の観点からふさ
わしくないのではないかといった問題点も所在する
と考えている。

①②③身体障害者等の利便性
から、郵送等による証明の受
付・発送などが浸透するよう図ら
れたい。

77/156

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400072

z0400073

制度の
所管官庁

総務省

項目

氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要
な欧文表記を住民票に記載する特例制
度

総務省（厚生 身体障害者等のNHK受信料減免手続
の簡素化
労働省）

要望
管理番号

5099

5104

要望事項
管理番号

50990003

51040001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

個人

稲城市

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

氏名に関する住民の基本的人権がとりわけ
その欧文表記に関して侵害される事実が認
められ、その是正のために当人が特定の欧
文表記を以って正当な氏名として生涯責任
を負う旨の宣誓手続きを申し出た場合に
は、住民票にその個人の「氏名の欧文表
記」として記載する。かかる表記は元来の
和文表記を駆逐するものではない。1. い
わゆるローマ字諸派の流儀により「当人が
忌避する不正確な呼称」や「性別錯誤など
氏名として忌避すべき価値の連想」を惹起
する恐れが否定できず、2.当人が定める欧
文表記の「当人にとり最重要な欧文言語」
による呼称が「住民票に記載された和文氏
名表記の呼称」と一致又は最も近似する場
合にこれを認めるものとする。

3

氏名に関する人権侵害を防ぐ為に必要な欧
文表記を住民票に記載する特例制度

1

身体障害者等に対して、NHKの受信料減免
の制度が用意されおり、当制度においては
障害者等がNHKに申請書を送付することに
なっているが、当該申請書に市町村の福祉
身体障害者等のNHK受信料減免手続の簡素 事務所長等の押印を必要としているため、
化
身体障害者等は市町村窓口に出向く必要が
生じているので、これを例えば身体障害者
手帳のコピーや課税証明書のコピーをNHK
が直接受付することとし身体障害者等の利
便の向上を図られたい。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

国内外を問わず、氏名の人権侵害を甘受せ
ずに生活し活躍できる社会基盤を構築す
る。1.報道(含外国語放送等)2.医療(CTな
ど欧文入力機器) 3. 保険・金融・通信等
事業や資本の国際化に伴なう顧客のdata
baseの欧文化 4.知的所有権情報の国際化
5. 治安・税務情報の国際的共有化 6. 世
界的電子通信網(Internet)よる国際的な不
特定多数による情報流布 7. 旅券や国際免
許等、のすべてに亘り、故意に当人の意思
に反する表記を成し流布する者に対し、不
法行為法をもって保護される欧文表記を明
示できるようになる。これにより、報道被
害などの恐れから解放されて大胆に行動の
自由、表現の自由を行使できるようにな
る。国際的な取引、役務提供、補償・賠償
請求、婚姻、相続などで尊厳を確保し易く
なる。

1. 1988年2月16日最高裁判所第3小法廷は
「人はその氏名を正確に呼称されることに
ついて不法行為法上の保護を受けるべき重
大な利益を有する」と判決し、「出身国の
内外を問わず」と認めた一方、「正しく読
めない表記なら仕方ない」として賠償請求
を棄却した。よって「欧文においても正し
く呼称される表記で名乗り記す権利と責任
があり、これを保証せず人権侵害を放置・
誘発する行政は判決の趣旨に反し違法」で
ある。2. 2004年7月28日の那覇地裁以来、
性同一性障害者に戸籍の性別変更をも認め
る判決が続く。然らば性別錯誤を防ぐ為に
本要望を実現することは緊要かつ妥当であ
る。3. 1993年8月からの「悪魔くん」命名
事件は「尊厳を毀損しうる名は受理を拒否
してでも阻止」する前例となり、氏名の人
権侵害防止のためには戸籍法はじめ諸法の
施行に特例も有りうべきことを実証した。
よって戸籍には記載されない振り仮名の記
載も基本台帳法施行の通達で推奨する住民
票に欧文氏名表記を記載する(右欄へ続く)

本要望は次項「内閣告示第一号の改正」お
よび住民票、健康保険証に欧文氏名を記載
する特例制度を求める要望と関連する。た
だし、個別にすみやかに実現することを目
指し、他の要望の実現遅延をもって本要望
の実現を遅延させるべきものではない
資料として、本要請の詳細と各種関連事例
を添付する。

NHKの受信料減免において要求している条
件は身体障害者手帳等の提示で概ね確認で
きるはずであるにもかかわらず、NHKが直
市町村などにおける確認、押印作業を省略 接に確認せず市町村に確認を求めているが
し、身体障害者等の利便の向上と市町村の 為に身体障害者等は市町村に出向く手間が
事務の簡素化によるコスト低減を図りた 生じている。同様に市町村においても本来
い。また、個人情報の提供問題も解決した ＮＨＫの事務といえるものを負担し全体と
い。
して非効率とも考えられる。また、市町村
ではＮＨＫから身体障害者等の現状を確認
されることもあるが個人情報の提供に苦慮
するところである。

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

管理コード

z0400074

制度の
所管官庁

総務省

項目

業者登録制度の緩和

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体の長は、必
要があるときは、一般競争入札
に参加する者に必要な資格とし
て、あらかじめ、契約の種類及
地方自治法施行
び金額に応じ、工事、製造又は
令第１６７条の５
販売等の実績、従業員の数、資
本の額その他の経営の規模及
び状況を要件とする資格を定め
ることができる。

措置の 措置の
分類
内容

c

Ⅱ

(1)割当方針については、
800MHz帯における周波数の円
滑な再編を促進するために、使
用期限が設定された現在の周
波数に変わる移行先の周波数
について一定の方向性を示すこ
とで既存免許人の代替周波数
への移行の誘導を図るものであ
る。

z0400075

総務省

(1)該当法令なし
(2)電波法（昭和
周波数割当て方針の透明性の
25年法律第131
確保
号）第99条の２及
び第99条の３

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

(2)① 電波監理審議会の委員
は、公共の福祉に関し公正な判
断をすることができ、広い経験と
知識を有する者のうちから、両
議院の同意を得て、総務大臣が
任命する。（電波法第99条の３
第１項）
② 電波法第99条の３第３項に
おいては、電波監理審議会の委
員の欠格事由が規定されてお
り、例えば放送事業者、電気通
信事業者及び無線機器製造業
者は委員となることができない
等、公正中立性が担保されてい
る。

(1)e
(2)c

-

措置の概要
（対応策）

地方公共団体の契約の前提と
なる入札への参加資格に係る基
準については、事業の内容に応
じて個別に決定されるものであ
り、また、地域の実情等を踏まえ
るべきものである。複数の自治
体間で登録情報の共有化や基
準の共通化等を自主的に行うの
は望ましいことではあるが、国が
制度として業者登録の集約化を
行うことや、一定基準を満たした
業者を全地方公共団体間で統
一的に登録免除とすることはで
きない

(1)割当方針は法令上の根拠に
基づいて作成されるものではな
く、行政としてのビジョンを示した
ものに過ぎないため、電波法の
必要的諮問事項とすることはで
きない。
(2)現状において、電波監理審議
会の公正中立性は、委員の任
命手続及び任命の際の欠格事
由の審査等によって十分担保さ
れている。
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その他

当室からの
再検討要請

入札に対する基準については、
貴省回答にある事業の内容や
地域の実情を踏まえるべきもの
であることも理解できるが、一方
で共通化できる部分も多数あ
り、事業の効率化を考慮すると
共通化する方向も検討すべきと
考える。事業の効率化の観点か
ら、ベース部分の共通化に向け
た雛型・フォーマット化やガイドラ
インの明示に関する対応を改め
て検討をされ、示されたい。

要望は、将来的には周波数割
当審査業務を総務省とは独立し
た中立性を担保できる新組織に
移行することにより、周波数割
当審査の透明性を確保すること
を求めているものであり、この点
についての具体的な対応策を改
めて検討され、示されたい。ま
た、上記を踏まえた実施時期に
ついて、その時期となる理由も
含め具体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400074

制度の
所管官庁

総務省

項目

業者登録制度の緩和

要望
管理番号

5105

要望事項
管理番号

51050001

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

株式会社ノヴァ

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

民間事業者が地方自治体の事業を請負うた
めには、事前の業者登録により参加資格を
得なければなりません。この業者登録制度
の集約化、または資本金・従業員数・
キャッシュフロー等の基準を設け、基準以
上の企業については登録免除とします。

業者登録制度の緩和

具体的事業の
実施内容

【具体的な提案】
各自治体が必要とする登録情報を1つにま
とめたものを「業者登録共通ﾌｫｰﾑ」とし、
全国の自治体の業者登録の際に使用しま
す。
※各自治体が必要とする登録の情報につい
ては添付の資料を参照ください。各自治体
に共通する割合が高い情報については＊を
つけております。
※添付の資料のように、各自治体が求める
情報のうち、共通する割合が高いものを
「業者登録共通ﾌｫｰﾑ」に盛り込みます。
※事情によりどうしても特定の情報が必要
である場合に限り、例外措置を認めること
にすれば、地域の実状を踏まえる事も可能
です。

要望理由

現状の業者登録は、官民ともに非常に手間とコストが
かかる仕組みになっており、実質的に登録の制限につ
ながっております。具体的には、①各市区町村ごとに
必要な書類が異なる、②書類の書式が異なる、③自治
体によっては、申請書を現地に購入に行かねばならな
い、④申請書交付時期、提出期間が各市区町村ごとに
異なり、企業自ら常に確認しなければならない、⑤約
半数の自治体は、申請書を現地に提出に行かねばなら
ない、⑥多くの自治体は当日の書類提出に、半日を要
する、⑦以上を2年に一度行わなければならない――
という現状です。先々（向こう2年間）の受託の可能
性を考えれば、すべて登録を行いたいところですが、
手間とコストを考えると登録を見合わせる結果となり
ます。地方公共団体による事業は、全て公益的な事業
であり国民の税金を有効に活用するためにも、入札等
において、それぞれの事業に適した企業がより容易に
参加できるよう登録の仕組みを改善すべきであると考
えます。
東京都下では次年度より、49自治体が参加する協議会
で業者登録情報の共有が行われます。企業は、同時に
複数の自治体へ業者登録の申請を行うことができま
す。その場合、複数の自治体の中から１つ、「審査担
当自治体」が選ばれるので、企業はその自治体にのみ
必要な情報を送ります。他の自治体は、「審査担当自
治体」に送られた情報を元に、登録の可否を決定しま
す。
結果として、企業は、実質的には１つの自治体へ登録
する手間で複数の自治体への登録作業が行えるため、
より多くの自治体への登録が可能となります。自治体
も、情報の収集・審査にかかるコストを削減すること
ができる上、入札等に際してはより多くの企業の中か
ら、最も費用対効果のよい企業が選定されることが期
待できます。
こうした取り組みが既に行われている現状をふまえ、
仮に全国規模で業者登録の管理業務を集約化すれ
ば、、現在、各市区町村個別に行っている業者登録管
理コストが激減します。仮に1市区町村平均で2人･年
分の経費が削減できるとして計算すると、400万円×2
×約3000自治体＝240億円のコスト削減となります。
また、企業側にも同様の経費削減効果が見込め、公共
事業への参加が容易になることから、ビジネスの活性
化が見込めます。

次の事項を実現することにより、周波数割
当審査の透明性を確保願いたい。

z0400075

総務省

周波数割当て方針の透明性の確保

5108

51080003

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ソフトバンクBB
株式会社

3

１．周波数割当方針を電波法の必要的諮問
事項に追記し、割当方針を電波監理審議会
に諮問するべき
２．将来的には周波数割当審査業務を総務
省とは独立した中立性を担保できる新組織
に移行するべき

周波数割当て方針の透明性の確保
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その他
（特記事項）

電波法第９９条の１１（必要的諮問事項）
に周波数割当て方針についての記載が含ま
れていないため、総務省総合通信基盤局の
担当部署が行政裁量の範囲内で周波数を割
当てる事業者を事実上内定している。この
制度を改め、電波監理審議会で審議の上、
電波割当て方針を決定する仕組みに変更す
るべきである。また、中長期的に考える
と、周波数割当審査業務全体を総務大臣の
諮問機関である電波監理会審議会から切り
離し、行政とは独立した中立性を担保でき
る新組織に移行するべきである。

（株）ノヴァ調査
『業者登録内容の調査』（2004.6.29）
を添付。

「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

管理コード

z0400076

制度の
所管官庁

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体は、公の施
設の設置の目的を効果的に達
成するため必要があると認める
ときは、条例の定めるところによ
指定管理者団体に対する企業
地方自治法第２
り、法人その他の団体であって
会計原則の義務付け等に関す
４４条の２第３項
当該普通地方公共団体が指定
る提案
するもの（指定管理者）に当該公
の施設の管理を行わせることが
できる。

地方税法第２５
条、第７２条の
５、第７３条の４、
第３４８条、第７０
総務省、財務
株式会社と学校法人の競争条
１条の３４第１
z0400077 省、文部科学
件の同一化の実現
項、第２項及び
省
第３項第３号、
地方税法施行令
第５６条の２２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

学校法人に対しては、収益事業
を行わない法人の道府県民税、
収益事業以外の所得に対する
事業税、直接教育の用に供する
不動産の取得に係る不動産取
得税、学校法人及び学校教育
法第１０２条の規定により設置さ
れた幼稚園に係る事業所税、学
校法人又は私立学校法第六十
四条第四項の法人がその設置
する学校において直接保育又は
教育の用に供する固定資産に
係る固定資産税について、非課
税措置を講じている。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

f

Ⅳ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

現行の地方自治法においては、
以下のような規定が整備されて
いる。
① 指定管理者は、毎年度終了
後、その管理する公の施設の管
理の業務に関し事業報告書を作
成し、地方公共団体に提出する
こととされている。
② 地方公共団体の長又は委員
会は、指定管理者に対して、管
理の業務又は経理の状況に関
し報告を求め、実地について調
査し、又は必要な指示をするこ
とができることとされている。
③ 監査委員又は外部監査人
が、指定管理者が行う公の施設
の管理の業務に係る出納関連
の事務について監査を行うこと
ができ、その結果については公
表することとされている。
このように、指定管理者に対す
るチェック体制は、現行法におい
て十分に担保されているところ
であり、御要望にあるような通達
は必要ない。

当要望は単に税の特例措置を
求めるものであり、要望として不
適当である。
なお、まずは学校法人との整理
を行うべきものと思量する。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者からの次の意見に対する見
解を伺いたい。『貴省からのご回答
は、指定管理者に対するチェック体
制は、地方自治法242条の2に定め
る各項によって担保されているとい
うものでした。しかし、かかる制度の
みでは、①自治体と関係が深い公
益法人等が指定管理者に指定され
た場合には、当該団体に対する
チェックが厳正になされることは期
待できません。よって、企業会計原
則を導入して公認会計士が会計監
査することで客観性と公正性を担保
する必要があります。また、②につ
いても、企業会計原則を用いなけれ
ば事業効率性を検証する指標が存
在せず、地方財政規律の確保とい
う指定管理者制度の導入の趣旨を
貫くことができません。従って、地方
自治法242条の２に定める制度とは
別途に指定管理者に対する企業会
計原則の導入が必要と考えます。
なお、企業会計原則に基づく民間事
業主体と、これに基づかない公益法
人等では、運営の透明性や事業効
率性、公的財政への貢献のいずれ
の面でも大きな違いがあります。
従って、指定管理者制度等に基づく
公的施設の委託状況については、
両者を「民間」とひとくくりにせず、分
けて統計を取っていただきたいと考
えます。』

要望者からの再意見によれ
ば、本要望は、株式会社に特典
を付与すべきという税の特例措
置を求めるものではなく、現在不
利益に扱われている株式会社
によって設立運営されている大
学を学校法人によって設立運営
されている大学と、平等に扱うべ
きというものです。学校法人大
学と株式会社大学を同じ土俵で
競争させ、イコールフッティング
実現の一環として、今回は特に
税法関連分野についての不平
等項目を取り上げ、暫定的な措
置を講じることを求めるもので
す。同じ競争条件を整えてこそ、
初めて、大学教育における民間
開放ひいては、民間の教育ノウ
ハウによる大学教育改革・職業
教育改革を、真に実現すること
ができると考えます。再度ご検
討をお願いします。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400076

制度の
所管官庁

総務省

項目

指定管理者団体に対する企業会計原
則の義務付け等に関する提案

要望
管理番号

5113

要望事項
管理番号

51130003

要望
事項
補助
番号

11

総務省、財務

株式会社と学校法人の競争条件の同
z0400077 省、文部科学 一化の実現

5113

51130004

11

省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

（株）LEC東京リーガルマイン
ド

（株）LEC東京リーガルマイン
ド

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）

3

左記事項を導入した場合、以下の効果が期
待できます。
①税制優遇や補助金を受けている公益法人
指定管理者に対して、法人の種類・規模を のアカウンタビリティがより明確になる
問わず、以下の２点を義務付けることを通 ②貸借対照表を活用して財政状況を把握す
達として指示されることを要望いたしま ることで借金の状態を明らかにしたり無駄
指定管理者団体に対する企業会計原則の義 す。
な投資を排除したりすることが可能になる
務付け等に関する提案
①企業会計原則の導入
③公的部門の会計につき株式会社との比較
②公認会計士による定期的な会計監査の導 が容易になる
入
④公認会計士が入ることで監査の有効性が
③監査結果の住民への公表
高まり適正な会計を担保することができる
これにより、地方財政の健全化という指定
管理者制度の趣旨を実現することができる
と考えます。

4

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
株式会社大学にも学校法人と同様の私学助
株式会社と学校法人の競争条件の同一化の
株式会社大学と学校法人大学の競争条件同 るのが現状です。最終的には学校法人大学 添付資料あり(特区法12条改正提言書、特
成と優遇税制を適用するべく、構造改革特
実現
一化による学校教育の活性化
がその質的向上を目指すためには、株式会 区法12条改正案、税制比較表)
別区域法第12条を改正すること
社と同様、自由競争原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。
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現在、指定管理者に関して多くの場合、
従前の委託先である公益法人が引き続き指
定管理者として指定されていますが、指定
後についても指定を受けた公益法人が企業
会計基準を適用する例が殆どないため、事
業が効率的に運営されているかチェックし 添付資料あり(『指定管理者団体に対する
たり、適正な会計が行われていることを担 企業会計原則の義務付けにする提案書』)
保する制度が存在しないため問題です。こ
のように異なる会計基準が適用されるので
あれば、株式会社と公益法人とのサービス
や事業の効率性を通した真の競争の実現か
ら遠ざかってしまいます。

「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

管理コード

z0400078

z0400079

制度の
所管官庁

総務省、環境
省

総務省

項目

不正軽油対策

該当法令等

制度の現状

軽油を製造するとき、軽油に軽
油以外の炭化水素油を混和す
るときは、原則として都道府県
知事の承認を受けなければなら
ない。
違反した者は、５年以下の懲
地方税法第７００ 役若しくは５００万円以下（法人：
条の２２の２、２２ ３億円以下）の罰金に処し、又は
これを併科する。
の３ 等
違反して製造された軽油等を
情を知って譲り受けるなどした
者は、２年以下の懲役若しくは２
００万円以下（法人：１億円以下）
の罰金に処し、又はこれを併科
する。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

空床
の貸
行政財産は、原則として、交換
付け：
し、売り払い、譲与し、出資の目
c
地方自治法第２ 的とし、若しくは信託し、又はこ
余剰
行政財産に対する制限の緩和 ３８条の４第１ れに私権を設定することができ
容積
ない。行政財産は、用途又は目
項、第４項
率の
的を妨げない範囲で使用を許可
有効
することができる。
利用：
d

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

要望に掲げられている「不正軽油
の製造の禁止」の内容が必ずしも
明らかでないが、地方税法で、税の
賦課徴収に直接関係のない硫酸
ピッチの生成行為そのものを禁止し
たり、軽油以外の炭化水素油（ガソ
リン、重油、灯油、潤滑油、グリース
など）の製造について広く規制を
行ったりすることは、困難である。た
だし、軽油引取税の適正な賦課徴
収の観点から、軽油を製造すると
き、又は軽油に軽油以外の炭化水
素油を混和するときは都道府県知
事の承認を受けなければならないも
のとしており、硫酸ピッチが生成さ
れるような手法による場合には承認
を与えていない。この意味におい
て、いわゆる不正軽油の製造は、地
方税法上、既に禁止されている。
特に、平成１６年度税制改正にお
いて、軽油引取税を脱税した者や
都道府県知事の承認を受けずに軽
油を製造した者等に対する罰則の
大幅な引上げ、不正軽油を譲り受
けるなどした者に対する罰則の創
設等の対策を講じたところであり、
平成１６年６月１日の施行以来、全
国で積極的な取締りが行われてい
る。今後とも各都道府県において改
正法を積極的に適用し、不正軽油
防止対策を一層推進されるものと
考えている。

民間事業者に対する庁舎の空
床の貸付については、地方自治
法第２３８条の４第４項の規定に
より、その用途又は目的を妨げ
ない限度においてその使用を許
可することができるが、行政財
産の貸付の可否についても今後
検討していきたい。余剰容積率
を活用して収入を得ることにつ
いては、地方自治法上特に制限
はなく、可能である。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者より以下の通り意見が提
出されており再検討願いたい。
廃棄物処理法や地方税法の
改正による罰則等の規制強化
については評価できる。しかしな
がら、不正軽油及び硫酸ピッチ
による環境悪化を根絶するため
には、抜本的な対策が必要であ
り、新たな法制度による対応（硫
酸ピッチ生成行為そのものの禁
止）を含め、より踏み込んだ対策
の検討を依頼する。

回答にある行政財産の貸付に
関する具体的な検討状況、今後
のスケジュールについて回答い
ただきたい。また、容積率の移
転は、行政財産への私権の設
定に当たらないといえるのかあ
わせて回答いただきたい。
さらに、余剰容積率について
は、要望者より以下のとおり再
意見がきており、この点につい
ても、貴省からの回答をいただ
きたい。
『余剰容積率については、財産
としての明確な位置づけがなく
地方自治法で議論できない点に
ついては理解できるものである
が、行政財産の有効活用を図る
ためには地方自治法の枠を越
えた検討が必要であり、今後所
管省庁を定め、財産としての位
置づけを図るべく、考え方の構
築及び必要な法整備に向け、再
度検討を依頼する。』

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、環境
不正軽油対策
z0400078
省

z0400079

総務省

行政財産に対する制限の緩和

要望
管理番号

5117

5117

要望事項
管理番号

51170018

51170021

要望
事項
補助
番号

11

11

要望主体名

東京都

東京都

要望
事項番号

18

21

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

不正軽油による環境悪化を防止するととも
に、流通形態の多様化に伴う脱税、滞納な
どの問題に対処するため、不正軽油の製造
を禁止するなど、抜本的な対策を早急に講
じること。

不正軽油対策

具体的事業の
実施内容

要望理由

・平成16年度の廃棄物処理法の改正では硫
酸ピッチの保管基準等の強化等がなされ、
平成16年度の地方税改正では、軽油引取税
の脱税にかかる罰則の引き上げ及び不正軽
油の譲受に関する罰則の創設等が盛り込ま
れた。
・しかし現行法では不正軽油を製造する行
為や硫酸ピッチの不法投棄を根絶すること
は極めて困難である。

①例外的に行政財産の貸付けが認められる
場合として、①PFI事業における選定事業
者に対する行政財産の貸付けや②地方公営
企業法による民間事業者に対する行政財産
である土地の貸付けがあるが、自治法では
行政財産を民間事業者に貸し付けることは
認められておらず、行政財産をその目的外
に使用する場合は、使用許可として処理さ
れている。この目的外使用許可は、行政目
的を妨げない範囲に限られ、使用は最小限
に留められるため､財産を有効活用する手
段としては限界がある。

①自治体が所有する公有財産のうち、行政 ①民間事業者に対する庁舎の空床の貸付け
財産については法律により私権の設定が禁 組織の統廃合により、未利用・低利用の
止され、民間への貸付け、容積率の移転等 施設も多く見られ､行政需要もない空床も
ができないなどの制約がある。
増加している。これらの空床を民間事業者
に貸し付けて、財産的収入を確保する。
②公有財産の管理等については、各自治体
がそれぞれの状況に応じ、更に有効活用で ②余剰容積率の有効活用
きるよう、地方自治法の規定を改正し、法 低利用の行政財産については、容積率に
律による一律の規制を見直すべきである。 余剰が生じている｡こうした余剰容積率に ②したがって、庁舎の一部の空床を民間事
ついて、隣接地に移転するなど有効活用す 業者に対して貸付けするには法律の規定の
ることにより、財産的収入を確保する。 整備を要する｡

行政財産に対する制限の緩和

③また、余剰容積率を隣接地に移転するな
どの方法で有効活用するためには、行政財
産に対する制限を緩和するなど法律の規定
の整備を要する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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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

管理コード

z0400080

z0400081

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

地方自治法第２
地方公共団体の財産は一定の
地方公共団体の基金の運用に ３７条第３項、第
場合に普通財産である土地に
２３８条の５第２
関する規制の緩和
限って信託することが出来る。
項

消防用無線機の型式検定基準
の緩和

−
(該当法令なし)

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｅ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

地方公共団体の財産は、住民
からの税金等を原資とするもの
であり、法律上特別に認められ
た方法、手続によって安全かつ
確実に管理する必要があるこ
と、信託を行うと一時的にであれ
信託財産の所有権が受託者に
移転することから、その場合の
法律上の問題点、社会に与えう
る影響等を慎重に検討する必要
があるため、慎重に検討をして
いきたい。

−

現在、消防無線等の陸上業務
関係の無線設備については、無
線機器型式検定規則に係る規
定はない。
【参考】
平成１２年１月１日に無線機器
型式検定規則の一部改正（平成
１１年１０月１３日郵政省令第８１
号）が施行され、陸上業務関係
の無線設備の規定は、無線機
器型式検定規則から削除された
ところである。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は以下のとおり意見を提
出しているところであるので、要
望者の意図も踏まえ、改めて検
討されたい。
基金に属する有価証券の信託
による運用は、元本の保証が確
実な有価証券について、受託者
である信託銀行の固有財産との
分別保管を前提とし、安全性が
確認できる金融機関等に貸し出
すものである。
預金と同様、各自治体の自己
責任において取り組むものであ
り、次期法改正の機会に、本信
託の実施が可能となるよう検討
していただきたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400080

z0400081

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

地方公共団体の基金の運用に関する
規制の緩和

消防用無線機の型式検定基準の緩和

要望
管理番号

5117

5118

要望事項
管理番号

51170022

51180002

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

東京都

埼玉県草加市

要望
事項番号

22

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

地方公共団体の基金に属する有価証券につ
地方公共団体の基金の運用に関する規制の
いて、信託銀行等に対する信託を可能とす 運用有価証券信託による基金の運用
緩和
ること。

消防用無線機の型式検定基準の緩和
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① 消防用無線機について、その型式上の
技術基準をアマチュア無線機と同程度のも
のまで規制緩和することにより、機器本体
業務用無線機として、消防用無線機に義務 を量産品とする。
づけられている防水・耐震・耐衝撃性能等 ② これに消防用無線機の周波数帯を組み
の技術基準をアマチュア無線機と同程度に 込むことにより、廉価に消防用無線機を調
緩和する。
達する。
③ 無線機購入単価を下げることにより無
線機配備台数を増やし、消防活動の機動性
を高める。

要望理由

その他
（特記事項）

・運用有価証券信託は、保有する国債等の
有価証券から金利収入を得ることに加え、
当該有価証券を貸出し、手数料を得ること
を目的として信託するものである。
本有価証券信託は、機関投資家における運
・現状では、地方自治法により基金に属す 用方法として増加傾向にある。（別添資
る有価証券を信託することは認められてい 料）
ないが、より効率的な運用を図るため、こ
れを信託銀行等に対して信託することを可
能とするよう法改正を要望する。

消防無線機は、無線機器型式検定規則別表
に定められる特別の基準を満たすこととさ
れているため、アマチュア無線機の３〜４
倍の価格となっている。しかし、一般のア
マチュア無線機の機能、耐久性の向上は著
しく、この面で消防活動上の不都合はない
と考えられる。従って、機器本体はアマ
チュア無線機器と共用化し、別途、周波数
帯のみ消防使用周波数帯を使用できる機能
を持たせることにより、十分、長期の使用
に耐えられると考えられる。限られた予算
のもとで、機動的消防活動に必要な無線機
器を整備するため、規制緩和を要望するも
のである。

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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

①統計法、地方
自治法、地方財
政法等
②
国会議員の選挙
総務省、文部
科学省、経済 国委託事務の精算を廃止（渡し 等の執行経費の
z0400082
基準に関する法
きり交付金制度の導入）
産業省、農林
律、公職選挙
水産省
法、地方財政法

z0400083

財務省（Ａ〜
Ｄ）、総務省
（Ｅ）

連結決算制度の改善

制度の現状

①統計法、地方自治法及び地
方財政法の規定により、国が
もっぱらその用に供することを目
的として行う統計及び調査に要
する経費については、国が措置
すべきものとされており、具体的
には委託費取扱要綱（大臣決
定）に基づき、調査ごとの適正な
配分基準に基づき都道府県、市
区町村に交付されているところ。
剰余金が生じた場合は、返還さ
れている。②国の事務に属する
選挙、審査及び投票の執行に当
たり、公職選挙法及び地方財政
法の規定により国が当然に負担
すべき経費について、国会議員
の選挙等の執行経費の基準に
関する法律で基準が定められて
おり、この基準に沿って、執行委
託費が都道府県、市区町村に
交付されているところ。剰余金が
生じた場合は、返還されている。

地方税法２３条
①４の２、５３条
②、④、７２条の 連結納税制度については、地方
２３①、２９２条① 税は採用していない。
４の２、３２１条の
８②、④

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

ｆ

措置の概要
（対応策）

Ｉ

①統計調査委託費は、もっぱら
国の利害に関係する事務に要
する経費は当然に国が負担す
べきものであることを踏まえ、国
において委託費として交付して
いるものであり、交付金化になじ
むものではない。また、国が委
託費として交付したものを、他の
使途に充てることは適当でな
い。なお、当該統計調査の実施
に要する経費に充てられる限
り、弾力的な執行が可能となっ
ている。②選挙執行委託費は、
国会議員の選挙や国民審査と
いった専ら国の利害に関係する
事務に要する経費は当然に国
が負担すべきものであることを
踏まえ、国において委託費とし
て交付しているものであり、交付
金化になじむものではない。ま
た、国が委託費として交付したも
のを、他の使途に充てることは
適当でない。なお、国会議員の
選挙や国民審査に要する経費
に充てられる限り、使途に特段
の制限はなく、弾力的な執行が
可能となっている。

Ⅰ

地方公共団体の行政サービス
の財源である地方税は、地方公
共団体の行政サービスによる受
益への対価としての本質を有し
ているところである。また、地方
団体全体の赤字は累計２０４兆
円にも上り、行政サービスのコ
ストを賄うための地方税の充実
確保が喫緊の課題であることか
らも、税を単純に投資コストとし
て捉え、ビジネスコスト削減や規
制緩和の観点からのみ議論す
ることは適当ではない。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者より以下の通り意見が提出
されており再検討願いたい。
当提案は、委託金か交付金かの種
別上の問題を言っているのではな
く、実額精算方式の廃止を求めるも
のである。地方公共団体は、政府が
推進する三位一体改革に対応し、
創意工夫による自立的行財政運営
への努力を重ねている。しかし精算
方式の国委託事務事業は、こうした
努力へのインセンティブを持たず、
結果として膨大な国費が非効率的
に費消されていると言わざるを得な
い。
回答は「弾力的執行が可能」と言
うが、あくまでその委託事務の範囲
であり、狭い使途範囲での「使い切
り」となっている現状は否定できない
事実である。また回答は、「国が委
託費として交付したものを他の使途
に充てることは適当でない」としてい
るが、節約により生じた残余を一般
財源化することが不適当とする根拠
がどこにあるのか伺いたい。事実そ
のように国の委託事業全般が実額
精算されているとすれば、民間事業
者等は、国から事業受託することは
極めて困難となろう。
国税の多くは、補助負担金、交付
金等を通じて地方公共団体におい
て執行される。国民の負担する血税
を最有効に活用するため、地方の
自助努力、創意工夫を生かす制度
への改革をあらためて強く求める

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、文部
科学省、経済 国委託事務の精算を廃止（渡しきり交
z0400082 産業省、農林 付金制度の導入）
水産省

財務省（Ａ〜
z0400083 Ｄ）、総務省（Ｅ） 連結決算制度の改善

要望
管理番号

5118

5120

要望事項
管理番号

51180003

51200004

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

埼玉県草加市

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

3

国による市町村への委託事務に係る委託金
（交付金）について、市町村の経費節減努
国委託事務の精算を廃止（渡しきり交付金制
力に報い、かつ国費の有効活用をはかるた
度の導入）
め、これを精算なしの「渡しきり交付金」
へと改めることを提案する。

4

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。

連結決算制度の改善
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具体的事業の
実施内容

要望理由

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

国による市町村への委託事務は、国政選挙
や各種の統計調査事務等、多数にのぼる。
その経費を国が交付しているが、事務終了
後に精算する方式をとっているものが多
い。特殊な場合を除き、不足した場合に交
付金が増額されることはないが、使い残し
が生じたときは全額を返還しなければなら
ない。このため節減意欲が働きにくく、委
託事業の限定された使途の範囲で、全額を
使い切ることが慣行化している。
この点について、委託事務の効率的執行を
促し、かつ国費の有効な活用をはかる観点
から、「渡しきり交付金制度」への転換を
提案する。
「渡しきり交付金」については、中央省庁
等改革の推進に関する方針（平成１１年４
月２７日、中央省庁等改革推進本部決定）
の中で、独立行政法人の事業運営のための
交付金制度として導入がはかられたところ
であり、使途の内訳を細かく特定せず、か
つ予定以外の使途に充てることや、翌年度
繰越を認めたものとなっている。
この方式を市町村への委託事務にも適用す
ることにより、節減努力を促し、結果とし
て国費の最有効活用がはかれる。またこの
ことは、市町村、都道府県、国それぞれに
生じる精算等事務の合理化にもつながる。
間近に迫った国勢調査には巨額の国費が投
入される。国政選挙に投じられる国費も大
きなものがある。これらを有効に活用し、
かつ地方のコスト意識や創意工夫力を高め
るためにも、「渡しきり交付金方式」への
転換を実現したい。

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

・ 総務省は、「規制の設定又は
改廃に係る意見提出手続」（平
成11年３月23日閣議決定）及び
「規制改革・民間開放推進３か
年計画」に基づき、当該制度の
(a)に
実施状況を毎年調査・監視して
ついて
おり、その結果は公表されてい
ｄ
る。
また、閣議決定では、意見募
集期間は「意見・情報の提出に
必要と判断される時間等を勘案
し、１か月程度を一つの目安とし
て」定めることとされている。
z0400084

z0400085

総務省

-

パブリックコメント制度の見直し

総務省、財務 ノーアクションレター制度の見直
省
し（法的拘束力の付与等）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の概要
（対応策）

(a)について
制度の現状に記載のとおり、総
務省は各府省による制度の活
用を監視しているところ。また、
意見募集期間については、３か
年計画において、「現在、「１か
月程度を一つの目安」として、各
案件については各府省の裁量
にゆだねている意見・情報の募
集期間について、原則30日間を
確保することとし、例外的にそれ
を下回る期間を設定する場合に
おいては、その理由を募集の周
知と同時に公表する。」とされて
いる。

・ 規制の設定又は改廃に係る
意見提出手続（平成11年３月23
日閣議決定）の考え方では、個
人又は法人の権利、競争上の
地位その他正当な利益を害する
おそれがあると行政機関が判断
した場合を除き、提出された意
(b)に
見はすべて公にすることとしてい
ついて
る。
ｄ

（ｂ）について
意見募集期間終了時から最終
的な意思決定までの期間を具体
的にどの程度確保すべきかにつ
いては、案件の内容等により異
なってくるものと考えられる。ま
た、制度の現状に記載のとおり
であるが、さらに、「規制改革・民
間開放推進３か年計画」におい
ては、「提出意見・情報につい
て、可能な限り、各府省のホー
ムページ上でその全文を公表す
る」としている。

行政機関による法令適用事前
確認手続の導入について（平成
13年３月27日閣議決定）によれ
ば、
行政機関による法令適用事前
確認手続（いわゆる日本版ノー
アクションレター制度）とは、民
間企業等が、その事業活動に関
係する具体的行為が特定の法
令の規定の適用対象となるかど
うか、あらかじめ当該規定を所
管する行政機関に文書で確認
し、その行政機関が文書回答を
行うとともに、当該回答を公表す
る手続である。
また、総務省は、閣議決定及
び「規制改革・民間開放推進３
か年計画」に基づき、当該制度
について、毎年実施状況を調
査・監視している。

①制度の現状に記載のとおり、
総務省は各府省による制度の
活用を監視しているところ。ま
た、各府省の細則は、閣議決定
の範囲内でのみ定めうるもので
あり、既に閣議決定という一貫し
た基準が用いられている。

①につ
いて
ｄ
②につ
いて
ｃ

②拘束力とはどのようなものを
意味しているか定かではない
が、回答はあくまでも情報提供
であり、これが法的な意味で実
際の行政機関の行為を決定す
るようなことは適切でない。ただ
し、回答内容が公表されること
から、照会と同一条件である限
り、事実上、申請に対し回答と異
なる行政行為をとることは抑制
されることが想定される。
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その他

-

-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400084

制度の
所管官庁

総務省

項目

パブリックコメント制度の見直し

ノーアクションレター制度の見直し（法的
z0400085 総務省、財務省 拘束力の付与等）

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200005

51200006

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

5

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

１. パブリックコメント制度に関し、EU
は日本政府に実行面での前進を求め、さら
に以下を要請する。
a. 各省庁による同制度の活用を徹底し、
監視すること。特に30日の意見募集期間が
全省庁で有効に適用されるようにするこ
と。
b. および必要に応じて審議会に対して
も、コメントの内容が規制案および報告書
案に適切な形で反映されるよう十分な時間
を確保するよう徹底すること。パブリック
コメントはすべて公表すること。

パブリックコメント制度の見直し

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。
ノーアクションレター制度の見直し（法的拘束 ①要請の受け入れ体制、適用範囲などに関
力の付与等）
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。
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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。

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

管理コード

制度の
所管官庁

①②国土交通
省、③総務
省、財務省、
z0400087 国土交通省、
④総務省、財
務省、e環境
省、f外務省

z0400088

総務省

項目

政府調達の透明化の推進

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体の長は、必
要があるときは、一般競争入札
に参加する者に必要な資格とし
て、あらかじめ、契約の種類及
地方自治法施行
び金額に応じ、工事、製造又は
令第１６７条の５
販売等の実績、従業員の数、資
本の額その他の経営の規模及
び状況を要件とする資格を定め
ることができる。

ＮＴＴ法の廃止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

-

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

-

−

-

措置の概要
（対応策）

③ 地方公共団体の契約の前提と
なる入札への参加資格に係る基準
については、事業の内容に応じて個
別に決定されるものであり、また、
地域の実情等を踏まえるべきもの
である。複数の自治体間で登録情
報の共有化や基準の共通化等を自
主的に行うのは望ましいことではあ
るが、国が制度として業者登録の集
約化を行うことや、一定基準を満た
した業者を全地方公共団体間で統
一的に登録免除とすることはできな
い。
④ 地方自治法上、予定価格の作
成方法等について特段の規定はな
く、その具体的な作成方法の決定
は各地方公共団体に委ねられてい
る。
また、最低制限価格制度又は低
入札価格調査制度については、地
方自治法施行令に規定されている
ものの、これらの制度を採択するか
否かは、個々の契約の内容又は目
的に沿って、各地方公共団体が判
断することになるため、制度上、自
動的に低価格な入札を排除するも
のではない。
以上のように、提案にあるようなこ
とについて地方自治法又は地方自
治法施行令の規定が妨げになるも
のではない。
なお、予定価格は、国と同様に議
会の議決を受けた予算を計画的に
執行するために設けられるものであ

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

①②国土交通
省、③総務省、
財務省、国土交
z0400087 通省、④総務 政府調達の透明化の推進
省、財務省、e環
境省、f外務省

z0400088

総務省

ＮＴＴ法の廃止

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200010

51200011

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

10

11

要望事項
（事項名）

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。

政府調達の透明化の推進

a. 電気通信規制当局は事業の供給者から
完全に独立し、公正であるべきである。そ
して日本市場における競争の促進に専念す
べきである。規制当局は規制（競争、ユニ
バーサルサービス、ライセンシングの促
進）にのみ関わり、事業者の経営管理に関
して干渉しない、ということを法的文書に
明記することが重要である。それゆえ、EU
は、電気通信事業法（適宜改定）に鑑みて
ユニバーサルサービスの支配的な供給者に
対してあらゆる必要な規制管理が行われる
べきなので、NTT法は廃止されなければな
らず、国家もしくは公的な株式保有者が通
信分野において他の分野とは異なる扱いを
受けてはならない、と考える。

ＮＴＴ法の廃止
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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）
2.2情報社会
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

管理コード

z0400089

z0400090

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

接続料金に関するＬＲＩＣモデル
の見直し

電気通信サービスの技術的に
中立な規制枠組みの確立

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400089

z0400090

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

接続料金に関するＬＲＩＣモデルの見直
し

電気通信サービスの技術的に中立な規
制枠組みの確立

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200012

51200013

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

12

13

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

接続料金に関するＬＲＩＣモデルの見直し

b. 接続料金に関するLRICモデルの適用
は、NTT西日本・東日本の競合他社にとっ
て結果としてより高いコストにつながるよ
うな、通信量に関係しない要素（NTS）の
不適当な配分を是正する方向で、見直され
るべきである。同様に、トラフィックの減
少によって生ずる収入の潜在的損失を補填
するために確立された清算メカニズムを撤
廃すべきである。EUの昨年の規制改革提案
と一貫して、EUは、料金モデルからNTS要
素を撤廃し、最新の通信量情報に基づいて
計算を行うことを提案する改正を全面的に
支持する。さらに、NTT西日本・東日本に
は、NTS要素を完全に吸収することを要請
し、そのコストを加入者線を通じて提供さ
れる小売業務から回収することを許可する
ことで、NTTの非能率がその競争相手に引
き継がれないようにすべきである。このよ
うなNTS要素の撤廃は、現在の市場の歪曲
をさらに悪化させないために、1年以内に
実施されるべきである。

c. ローカルおよび／もしくは長距離の有
線市場および無線市場事業における指定事
業者が、特に非競争的な行為や接続の防止
に関して、同等な権利と義務を得るように
するために、電子通信サービスの技術的に
中立な規制枠組みを確立する。まさしく支
配的事業者の指定はすべてのサービス市場
（長距離有線市場を含む）で技術的に中立
に行われるようにすべきである。市場参入
条件への影響の有無を基準とし、事前に設
定される特定の基準に基づくべきではな
い。EUは、日本における指定事業者（固定
有線市場を除く）のための現在の規制枠組
電気通信サービスの技術的に中立な規制枠 みの基本的構造はいまだに、透明、客観的
組みの確立
かつ非差別的条件に基づいていないと考え
る。「市場の失敗」を是正するためのあら
ゆる手段が、あらゆる関連市場における支
配的事業者を律する法によって、利用でき
るようにすべきである。また、この点に関
して、法はあらかじめテクノロジーによる
差別をしてはならない。「市場の失敗」を
是正するための規制政策はこのような「失
敗」に実質的に対応すべきである。そのた
めに、提案された競争評価の枠組みについ
ては、反競争的状況を効果的に改善するた
めの政治的措置、関連市場における競争状
態、およびビジネス政策の関係という側面
において、解明が待たれている。
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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）
2.2情報社会
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）
2.2情報社会
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

管理コード

z0400091

z0400092

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信事業における共同支
配の概念の取込み

第Ⅰ種指定事業者の卸および
小売料金告知用件の存続

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400091

制度の
所管官庁

総務省

項目

電気通信事業における共同支配の概念
の取込み

要望
管理番号

5120

要望事項
管理番号

51200014

要望
事項
補助
番号

11

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

d. 現在は改正電気通信事業法には含まれ
電気通信事業における共同支配の概念の取
ていないが、共同支配の概念も日本の規制
込み
枠組みにおいて考慮されるべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日 駐日欧州委員会代表
部）
2.2情報社会
による。

z0400092

総務省

第Ⅰ種指定事業者の卸および小売料
金告知用件の存続

5120

51200015

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

欧州委員会（ＥＵ）

15

e. 市場において重要な力をもち、かつ／
あるいは基本的設備を管理する事業者に対
しては、卸しおよび小売料金告知要件を存
続すべきである。最近のＴＢＬ改正は、第
Ｉ種指定事業者が卸しおよび小売料金を告
知する義務を撤廃したことによって、規制
当局が、支配的事業者の料金行為を監視
し、略奪的料金行為を行うことのないよう
確保することを妨げるものである。日本の
新たな改正枠組みにしたがって、第Ｉ種指
定事業者は、こうして例えば、選択的に競
合他社に損害を与えるために、値引きをし
たり、あるいは料金圧縮戦略をとったりす
ることができるのである。料金告知と会計
第Ⅰ種指定事業者の卸および小売料金告知
分離の義務は、非支配的事業者も含むあら
用件の存続
ゆる事業者の「ユニバーサルサービス」と
して分類されるサービスに対して、継続し
て適用されるもの、とEUは理解している。
非対称規制および比例の原則に沿って、非
支配的事業者もしくはユニバーサルサービ
ス提供者として選ばれていない事業者に
は、これらの義務が撤廃されるべきであ
る、とEUは考える。なぜなら、そのこと
が、これらの事業者が指定事業者と有効的
に競争する能力に影響を与え、不当なコス
トの発生を招くからである。また、このこ
とは公正かつ効果的な競争環境を損なうよ
うな不必要な手続きをも巻き込むものであ
る。
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「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）
2.2情報社会
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

管理コード

z0400093

z0400094

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

東西ＮＴＴ間での平均システムの
見直し

周波数帯割当ての見直し

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400093

z0400094

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

東西ＮＴＴ間での平均システムの見直し

周波数帯割当ての見直し

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200016

51200017

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

16

17

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

東西ＮＴＴ間での平均システムの見直し

f. ユニバーサルサービスは、通常の商慣
習によって網羅されないコストに対応する
ために、必要に応じてのみ実施されるべき
である。日本国内における単一料金設定の
目的は、ユニバーサルサービス基金の確立
によって達成されるべきであり、特に、透
明性、非差別および競争的中立の原則を充
足しなければならない。EUは、日本全国で
均一料金を維持することは、政治的に微妙
な問題をはらむことを十分認識している
が、現在行われているように、接続料の適
用を通じてこの目標が達成されていること
は、不適切であるとみなす。国内に（収益
の少ない地域も含む）単一料金を確保する
ためのユニバーサルサービスを提供するた
めのコストは、それよりもLRICに基づくべ
きであり、ユニバーサルサービスを提供す
る上での便益（ネットワーク外部性、ブラ
ンド名およびプレゼンス）は、費用の計算
に十分考慮されるべきである。現行の東西
NTT間での平均化システムは、NTT東日本と
NTT西日本間内部の相互補助につながり、
憂慮すべき問題である。NTT東日本とNTT西
日本は組織的には分離されいる。 十分は
会計分離を確保するために、双方が競争的
保護を課す形でがそうした行為に走ること
は原則的に妨げられている。 こうした状
況の結果、接続料金はもはやコスト指向で
はなくなっている。これは、WTO/GATS参照
文書に定められているコスト指向の原則に
反するものである。

g. 第3世代移動体通信システムにIMT-2000
帯域を割り当てる補足的な周波数帯の分配
は、差別を防止するため、競争に対して中
立的に、そして、世界無線通信会議で達成
された合意に基づいて行われるべきであ
る。そのために、将来的に周波数帯の割り
当てに関する提案は、800 MHz帯のみに焦
点を当てるのではなく、複数の選択肢（例
えば1.7 GHzなど）を検討すべきである。
周波数帯の追加は、すべての第3世代移動
通信システム事業者による今後の要請を考
慮して行われるべきである。従って、800
MHz帯を自動的にDoCoMoとKDDIに再分配す
るという現在の提案は、競争を歪曲し、他
の事業者を不当に冷遇するものであり、放
棄すべきである。

周波数帯割当ての見直し
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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）
2.2情報社会
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）
2.2情報社会
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

管理コード

z0400095

z0400096

制度の
所管官庁

総務省

警察庁、総務
省、法務省

項目

供給者規格適合性宣言制度の
適用拡大

プリペイド携帯電話の容認

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、
別途欧州委員会に提出する書
面回答を参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400095

z0400096

制度の
所管官庁

総務省

項目

供給者規格適合性宣言制度の適用拡
大

警察庁、総務
プリペイド携帯電話の容認
省、法務省

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200018

51200019

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

18

19

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

供給者規格適合性宣言制度の適用拡大

h. 市場アクセスの規制を可能な限り貿易
を制限しないものにするという、TBT協定
の義務を満たすため、日本はその供給者規
格適合性宣言（SDoC） 制度をすべての種
類の無線機器にも適用することを検討すべ
きである。それによって、日本は、他の経
済圏に対しても、同種の製品の市場アクセ
ス改善の先例を作ることにもなり、それは
日本と欧州双方の製造業者の利益となる。

i. EUは、プイペイド携帯電話を禁止する
ことを目的としたいかなる提案にも反対す
る。その種の電話は全世界に存在し、顧客
の適切な身元証明により、加入契約による
使用と同じように確実に、利用者の身元を
明らかにすることが可能である。また、プ
リペイド携帯電話は低所得者による携帯電
話の使用を可能とさせるという意味でも、
社会的役割を果たしいる。

プリペイド携帯電話の容認
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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）
2.2情報社会
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）
2.2情報社会
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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体は、議会の
議決を経て、その利益を代表す
る全国的な公益的法人に委託
することにより、他の普通地方
総務省、厚生
公共団体と共同して、火災、水
労働省、農林 共済への民間保険会社と同様 地方自治法第２
災、震災その他の災害に因る財
z0400097
６３条の２
水産省、経済 の規制制度の適用（認可共済）
産の損害に対する相互救済事
産業省
業を行うことができる。
相互救済事業で保険業に該当
するものについては、保険業法
は、これを適用しない。

z0400098

総務省

投資顧問業者の選定プロセスに
関する客観的かつ透明な基準
の確保

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

-

措置の 措置の
分類
内容

C

ー

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

地方自治法第２６３条の２に基
づき、全国的な公益的法人が、
当省の指導・監督の下で行う相
互救済事業は、民間営利法人
の事業とは異なり、自発的な共
助を基本とした非営利事業であ
ることから、必要以上の規制を
課すことはその自主性や自立性
を損なうこととなるため適当では
ない。

ー

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、別途欧州委員会
に提出する書面回答を参照され
たい。
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その他

当室からの
再検討要請

「保険」であっても「共済」であっ
ても、一般消費者から見れば、
万一の場合の経済的備えに対
する期待は同じであり、契約者
保護の重要性に変わりはない。
保険・共済契約は商品内容が無
形で複雑、長期にわたり保険金
等の支払の確実性を確保するこ
とが必要といった特性があるた
め、各監督官庁において契約者
保護のためのルールが整備さ
れているところであり、「自主性
や自立性を損なう」ことをもって、
契約者保護のためのルールが
保険業等と異なるままでよいと
する理由にはならないと考える。
共済事業の大規模化、共済商
品の多様化といった実態を踏ま
えれば、その財務の健全性等に
ついて、組合員自らが判断する
ことは困難な状況となっており、
財務の健全性等を確保する
ルールについては、保険業法等
と整合的なルールを整備するこ
とが必要と考えられる。上記を
踏まえ、保険業等と整合的な契
約者保護ルールの整備につい
て、改めて検討されたい。

ー

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

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

総務省、厚生労

共済への民間保険会社と同様の規制
z0400097 働省、農林水産 制度の適用（認可共済）

5120

51200026

11

欧州委員会（ＥＵ）

26

省、経済産業省

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

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

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）
2.3金融サービス（銀行業務、保険、証
券）
による。

z0400098

総務省

投資顧問業者の選定プロセスに関する
客観的かつ透明な基準の確保

5120

51200033

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

欧州委員会（ＥＵ）

33

投資顧問業者の選定プロセスに関する客観
的かつ透明な基準の確保
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2ｄ. 自由かつ透明な競争入札を保障する
ために、次回の投資顧問会社の選別プロセ
スが客観的かつ透明な基準に基づくことを
日本郵政公社が保証することを我々は奨励
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）
2.4郵便サービス−日本郵政公社
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

管理コード

z0400099

z0400099

制度の
所管官庁

項目

総務省

タンクコンテナに係る届出制度
の徹底及び廃止

総務省

タンクコンテナに係る届出制度
の徹底及び廃止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

-

-

制度の現状

-

-

措置の 措置の
分類
内容

ー

ー

ー

ー

措置の概要
（対応策）

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、その回答を参照さ
れたい。

本件は、本年度の日ＥＵ規制改
革対話において協議されている
ところであり、その回答を参照さ
れたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400099

z0400099

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

タンクコンテナに係る届出制度の徹底
及び廃止

タンクコンテナに係る届出制度の徹底
及び廃止

要望
管理番号

5120

5120

要望事項
管理番号

51200056

51200057

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

欧州委員会（ＥＵ）

欧州委員会（ＥＵ）

要望
事項番号

56

57

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

a. 短期的には、港を所管する各消防署が
改正規則の文言と精神を実施することを確
実にするよう、EUは消防庁に要請する。つ
タンクコンテナに係る届出制度の確実な実施 まり、書類の物理的な提出を求めず、ファ
クスや電子メールのみによる真の意味での
届け出のみの制度(必要あらば、受領を知
らせる返信を伴う)の実施。

タンクコンテナに係る届出制度の廃止
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b. 中期的には、届出制度を撤廃するこ
と。必要あらば、タンクコンテナがIMDGへ
の順守を示す正式書類を携帯していること
を確認する無作為検査を実施することもで
きる。IMDGコードへの順守に加えて、追加
的な要件(例えば、届け出)は不要である。

具体的事業の
実施内容

要望理由

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日 駐日欧州委員会代表
部）
3.3.3国際基準の促進／タンクコンテナ
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）
3.3.3国際基準の促進／タンクコンテナ
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

管理コード

z0400100

z0400101

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

現行の接続料規則において、
NTSコストは従量制接続料の原
価算定の対象となっており、交
接続料規則第６
換機の費用に含めて算定する
接続料にかかる長期増分費用
条第１項、同第
規定となっている。（平成16年度
（LRIC）モデルの見直し（NTSコ
３項、別表第１
に適用されている従量制接続料
ストの除外）
の１
についても、適正かつ透明な手
続きを経た上で、NTSコストを含
むものとして認可済み）

接続料基準に関する研究の実
施

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

−

−

措置の 措置の
分類
内容

a

d

Ⅲ

−

措置の概要
（対応策）

その他

平成16年10月19日付け情報通
信審議会答申「平成17年度以降
の接続料算定の在り方につい
て」において、NTSコストを５年間
で段階的に接続料原価から除く
ことが適当とされており、現在、
上記答申を踏まえた接続料規則
の改正案を情報通信審議会に
おいて審議中。本審議会の答申
を得た上で、本年度内を目途に
改正接続料規則を公布・施行す
る予定。

接続料についての調査を
行うことについては、これま
でも必要に応じ実施し、情
報通信審議会答申等によ
り公表してきている。

−
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当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400100

z0400101

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

接続料にかかる長期増分費用（LRIC）
モデルの見直し（NTSコストの除外）

接続料基準に関する研究の実施

要望
管理番号

5121

5121

要望事項
管理番号

51210016

51210016

要望
事項
補助
番号

11

21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

オーストラリア

オーストラリア

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

16

(i) 日本は、接続料が適切なコストに基づ
いて算定され、無差別な方法で、競争する
電気通信事業者に課されることを明確にす
べきである。LRICモデルにおいて、NTT東
会社とNTT西会社の接続料の中で多くを占
めているNTSコストを接続料の計算から除
外すべきである。
(ii) 更に、総務省は、下記のように、幅
広い接続や卸のサービスについて、日本と
国際的な接続料金を比較する接続料基準に
関する研究を毎年行い、公表すべきであ
る。
接続料にかかる長期増分費用（LRIC）モデル
a. 固定間の接続
の見直し（NTSコストの除外）
b. 固定と移動の接続
c. 移動と移動の接続
d. 地域回線のアンバドル
e. 距離による45Mbpsと155Mbpsの専用線
• 100Kms
• 500Kms
この様な接続料基準の研究で比較根拠を明
確に定めることは重要である。例えば、も
し東京のデータ サービスが一般的にバン
ド幅・スピードがニュウヨークよりも増し
ていれば、スピードの増している分の価値
を説明すべきである。

16

(i) 日本は、接続料が適切なコストに基づ
いて算定され、無差別な方法で、競争する
電気通信事業者に課されることを明確にす
べきである。LRICモデルにおいて、NTT東
会社とNTT西会社の接続料の中で多くを占
めているNTSコストを接続料の計算から除
外すべきである。
(ii) 更に、総務省は、下記のように、幅
広い接続や卸のサービスについて、日本と
国際的な接続料金を比較する接続料基準に
関する研究を毎年行い、公表すべきであ
る。
接続料にかかる長期増分費用（LRIC）モデル
a. 固定間の接続
の見直し（NTSコストの除外）
b. 固定と移動の接続
c. 移動と移動の接続
d. 地域回線のアンバドル
e. 距離による45Mbpsと155Mbpsの専用線
• 100Kms
• 500Kms
この様な接続料基準の研究で比較根拠を明
確に定めることは重要である。例えば、も
し東京のデータ サービスが一般的にバン
ド幅・スピードがニュウヨークよりも増し
ていれば、スピードの増している分の価値
を説明すべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由
過剰に高い接続料は、依然として日本の電気通
信分野に残る心配事である。日本の接続料は、
日本の電気通信市場には規制された卸売り接続
料というものがないので高額である。その結
果、事業者は他の事業者から小売りベースでの
容量の購入を余儀なくされている。その上、接
続料は世界水準を遥かに上回っている。現在の
料金は効率的費用モデルを基準にすると正当と
は認められない。
我々は、WTOの義務に関連して、日本の過剰に
高い接続料を懸念している。1997年に、日本は
電気通信基本サービスについてのWTOのリファ
レンス・ペーパーに含まれた規制原則に従うこ
とを合意している。リファレンス・ペーパーの
第2.2項は、主な供給事業者との接続は、透明
性があり、無差別かつ合理的な、コストに基づ
いた料金で行わなければならないとしている。
2002年に、情報通信審議会は長期増分費用
(LRIC)モデルの見直しを行ったが、その結果、
2003年度と2004年度に適応される平均接続料が
約5%上がった。
また、情報通信審議会が、NTT東会社とNTT西会
社間の競争を促進させるために､夫々のコスト
に基づく異なった接続料を適応すべきであると
した以前の提言にも拘わらず、総務省は市場を
支配する両社に対し同じ接続料を導入すること
を決めた。総務省は、ユニバーサル サービス
として国民に等しく電気通信サービスを提供す
べきであると主張している。これらの動きは電
気通信産業の競争を促進させる日本の政策を逆
行させるものである。
更に、接続料金を設定する際にユニバーサル
サービスを考慮に入れることが出来るのはリ
ファレンス・ペーパーの第３項の要件を満たし
ている場合のみである。オーストラリアは、日
本の現在の取り決めが十分な透明性を持って、
リファレンス・ペーパーの要件に合致している
いるかどうかについて疑問を持っている。接続
に関する取り決めの際、ユニバーサル サービ
ス条項に影響する不透明な施策を取り入れるこ
とは好ましくないとする WTO(2004)メキシコ
過剰に高い接続料は、依然として日本の電気通
信分野に残る心配事である。日本の接続料は、
日本の電気通信市場には規制された卸売り接続
料というものがないので高額である。その結
果、事業者は他の事業者から小売りベースでの
容量の購入を余儀なくされている。その上、接
続料は世界水準を遥かに上回っている。現在の
料金は効率的費用モデルを基準にすると正当と
は認められない。
我々は、WTOの義務に関連して、日本の過剰に
高い接続料を懸念している。1997年に、日本は
電気通信基本サービスについてのWTOのリファ
レンス・ペーパーに含まれた規制原則に従うこ
とを合意している。リファレンス・ペーパーの
第2.2項は、主な供給事業者との接続は、透明
性があり、無差別かつ合理的な、コストに基づ
いた料金で行わなければならないとしている。
2002年に、情報通信審議会は長期増分費用
(LRIC)モデルの見直しを行ったが、その結果、
2003年度と2004年度に適応される平均接続料が
約5%上がった。
また、情報通信審議会が、NTT東会社とNTT西会
社間の競争を促進させるために､夫々のコスト
に基づく異なった接続料を適応すべきであると
した以前の提言にも拘わらず、総務省は市場を
支配する両社に対し同じ接続料を導入すること
を決めた。総務省は、ユニバーサル サービス
として国民に等しく電気通信サービスを提供す
べきであると主張している。これらの動きは電
気通信産業の競争を促進させる日本の政策を逆
行させるものである。
更に、接続料金を設定する際にユニバーサル
サービスを考慮に入れることが出来るのはリ
ファレンス・ペーパーの第３項の要件を満たし
ている場合のみである。オーストラリアは、日
本の現在の取り決めが十分な透明性を持って、
リファレンス・ペーパーの要件に合致している
いるかどうかについて疑問を持っている。接続
に関する取り決めの際、ユニバーサル サービ
ス条項に影響する不透明な施策を取り入れるこ
とは好ましくないとする WTO(2004)メキシコ

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

管理コード

z0400102

z0400103

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

制度の現状

総務省

電気通信事業法第３３条により、
加入者回線を相当な規模で有
する事業者のネットワークは、他
事業者の事業展開上不可欠で
電気通信事業法 あり、利用者の利便性の増進の
電気通信事業におけるエッセン
第３２条、第３ 観点から極めて重要であること
シャル施設のサービス宣言制度
３条第１項、同 から、加入者回線の５０％以上
の導入
を有する事業者のネットワークを
第２項
第一種指定電気通信設備として
指定し、接続約款の認可・公
表、認可接続約款による接続協
定の締結等を義務付けている。

総務省

本年４月の改正電気通信事業
法施行後も、基礎的電気通信役
務（ユニバーサルサービス）及び
第１種指定電気通信設備を設置
する電気通信事業者が当該第１
種指定電気通信設備を用いて
提供するサービスであって、他
事業者による代替的なサービス
電気通信事業法
が十分に提供されていないこと
電気通信市場における競争政
第２０条、第２９
等を勘案して定めるサービスに
策の推進
条
ついては、契約約款の届出が義
務付けられている。
なお、仮に電気通信事業者が届
出を要しないサービスについて
不当な料金・提供条件を設定し
た場合であっても、業務改善命
令により、是正を求めることが可
能である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

d

d

−

措置の概要
（対応策）

制度の現状と同じ

本年４月の改正電気通信事業
法施行後も、基礎的電気通信役
務（ユニバーサルサービス）及び
第１種指定電気通信設備を設置
する電気通信事業者が当該第１
種指定電気通信設備を用いて
提供するサービスであって、他
事業者による代替的なサービス
が十分に提供されていないこと
等を勘案して定めるサービスに
ついては、契約約款の届出が義
務付けられている。
なお、仮に電気通信事業者が届
出を要しないサービスについて
不当な料金・提供条件を設定し
た場合であっても、業務改善命
令により、是正を求めることが可
能である。

107/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400102

z0400103

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信事業におけるエッセンシャル
施設のサービス宣言制度の導入

電気通信市場における競争政策の推進

要望
管理番号

5121

5121

要望事項
管理番号

51210017

51210018

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

オーストラリア

オーストラリア

要望
事項番号

17

18

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

(i) 地域回線以外のボトルネック回線機能
やサービスをアンバンドル化させれば、
電気通信事業におけるエッセンシャル施設の サービス提供における競争が高まる。ま
サービス宣言制度の導入
た、日本も、ボトルネック サービスの適
正な価格を定め、それを明確にする規制体
制を導入すべきである。

①携帯電話の番号ポータビリティの在り方
に関する研究会の提言と同じく、我々は、
第３世代向けのNPを導入することにより、
第３世代の携帯電話サービスでの競争が高
められるように、日本が携帯電話の番号
ポータビリティを出来早く導入することを
電気通信市場における競争政策の推進（CPS
要望する。
制度とNP制度の普及促進）
②更に、日本はNTTが非競争的な行為をし
ないように、NTTに対し料金登録要件を復
帰させるか、類似した効果的なメカニズム
を確立すべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由
NTTは、他の電気通信事業者に対して地域
回線へのアクセスをアンバンドル化してい
るが、その他のボトルネック回線機能や
サービスもアンバンドルする必要が有る。
もし満足出来るような商業上の取り決めが
電気通信事業者間で果たされなければ、規
制により、買い手に対する標準的な条件を
定めたサービス制度(declared service
regime)も必要である。規制においては、
地域回線や電話通信の問題を越えて、その
他の競争的なボトルネックが有るかどうか
の判断も必要である。規則に関しては、ボ
トルネックが単に技術的なインターフェイ
スでなく、運用上のプロセスの問題で有り
うることも認識しなければならない。オー
ストラリアは、運営上のボトルネックに関
する多くの問題を解決するために、産業機
関であるオーストラリア電気通信産業協議
会（ACIF - http://www.acif.org.au）の
ような、産業界との協議や自主規制の仕組
みを、適切に利用することを奨励してい
る。
競争する事業者がエッセンシャル施設へア
クセス出来ることは、自由な競争体制に
とっての基本原則である。例えば、オース
トラリアでは、競争推進の公的機関である
オーストラリア公正取引委員会により、
エッセンシャル サービスであると“宣
言” (declaration) する制度がある。"宣
言"されたサービスは、本質的にボトル
ネックや独占的なサービスで、それらにア
クセス出来なければ、新たに参入する事業
者は競争的なサービスを供給することが出
来ないものである。これらのサービスが
エッセンシャルと"宣言"されると、電気通
信事業事業者やそのサービスを中継する電
気通信事業事業者は "宣言"されたサービ

電気通信市場における競争拡大を図るため
の主要な前提条件の一つは、消費者に負担
を掛けずに、消費者の能力をもって選択を
可能にさせることである。従って、固定や
フリーダイアル（１８００）や携帯電話に
とって、電話会社事前登録制（優先接続：
CPS）と電話番号の移動制度(Number
Portability: NP)の二つの主要な選択肢が
存在する。CPSは現在日本では「マイライ
ン」サービスとして提供されている。しか
し、NPは導入されていない。NPにより、多
くの費用や不便をかけないで、消費者が電
話会社の変更が出来るので、NPは同様に重
要である。NPにより、事業者が製品のマー
ケット・シェアを競うので、より競争を促
進させる。NPはより大きな革新や製品開発
を促す。
更に、NTTは最近料金の登録義務を免除さ
れた。これらの登録によって確保されてい
た料金の透明性が欠如し､NTTが非競争的な
行為に携わっていないことを明確にするメ
カニズムが不明である。

その他
（特記事項）

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

管理コード

z0400104

z0400105

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

ＭＮＰ制度の導入

電気通信に係る規制機関の独
立性の担保

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

-

-

-

ＷＴＯリファレンスペーパー第５
条に規定される電気通信事業者
からの独立性の確保について、
総務省はいかなる電気通信事
業者からも完全に分離されてお
り、既に実施済。各々の規制の
制定・改廃については、パブリッ
ク・コメント手続や審議会におけ
る議論を通した透明な手続によ
り行っており、「政策」と「規制」
の責任の明確化についても確保
されているところ。豪州側要望は
杞憂と考えられる。

措置の 措置の
分類
内容

b

e

措置の概要
（対応策）

-

携帯電話の番号ポータビリティ
については、「携帯電話の番号
ポータビリティの在り方に関する
研究会」において、「導入するこ
とが適当」との報告書が取りまと
められた。
この報告書を受け、総務省で
は、「携帯電話の番号ポータビリ
ティの導入に関するガイドライ
ン」を作成、公表し、平成１８年
度から導入できるよう取り組ん
でいる。

-

ＷＴＯリファレンスペーパー第５
条に規定される電気通信事業者
からの独立性の確保について、
総務省はいかなる電気通信事
業者からも完全に分離されてお
り、既に実施済。各々の規制の
制定・改廃については、パブリッ
ク・コメント手続や審議会におけ
る議論を通した透明な手続によ
り行っており、「政策」と「規制」
の責任の明確化についても確保
されているところ。豪州側要望は
杞憂と考えられる。

109/156

その他

総務省は事業者から独立
した規制機関として、公正
競争に必要な条件を整備
し、競争的な市場創出に成
功している。我が国のイン
ターネット接続サービス、ＩＰ
電話サービス等について
は、2004年6月19日に発表
されたOECD対日規制改革
フォローアップ審査報告書
にも、OECD加盟国の中で
も最も低廉な料金で提供さ
れている旨記載されたとこ
ろ。

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400104

z0400105

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

ＭＮＰ制度の導入

電気通信に係る規制機関の独立性の
担保

要望
管理番号

5121

5121

要望事項
管理番号

51210018

51210019

要望
事項
補助
番号

21

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

オーストラリア

オーストラリア

要望
事項番号

18

19

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①携帯電話の番号ポータビリティの在り方
に関する研究会の提言と同じく、我々は、
第３世代向けのNPを導入することにより、
第３世代の携帯電話サービスでの競争が高
められるように、日本が携帯電話の番号
ポータビリティを出来早く導入することを
電気通信市場における競争政策の推進（CPS
要望する。
制度とNP制度の普及促進）
②更に、日本はNTTが非競争的な行為をし
ないように、NTTに対し料金登録要件を復
帰させるか、類似した効果的なメカニズム
を確立すべきである。

電気通信に係る規制機関の独立性の担保

110/156

日本は、電気通信を所管する規制当局が、
公平かつ迅速に行動できるように法的な責
任を持ち、法的にも機構的にも独立するべ
きである。もし日本が総務省の中で現在の
政策と規制機能を統合したアプローチを継
続するのであれば、外国の電気通信事業者
が内国民待遇を受けられるように、総務省
は国内の電気通信事業者に対しての独立性
を確保する明確な施策が行われていること
を概説すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

電気通信市場における競争拡大を図るため
の主要な前提条件の一つは、消費者に負担
を掛けずに、消費者の能力をもって選択を
可能にさせることである。従って、固定や
フリーダイアル（１８００）や携帯電話に
とって、電話会社事前登録制（優先接続：
CPS）と電話番号の移動制度(Number
Portability: NP)の二つの主要な選択肢が
存在する。CPSは現在日本では「マイライ
ン」サービスとして提供されている。しか
し、NPは導入されていない。NPにより、多
くの費用や不便をかけないで、消費者が電
話会社の変更が出来るので、NPは同様に重
要である。NPにより、事業者が製品のマー
ケット・シェアを競うので、より競争を促
進させる。NPはより大きな革新や製品開発
を促す。
更に、NTTは最近料金の登録義務を免除さ
れた。これらの登録によって確保されてい
た料金の透明性が欠如し､NTTが非競争的な
行為に携わっていないことを明確にするメ
カニズムが不明である。

市場参入を援助し、競争や末端消費者の利
益を保護する制度的に独立した電気通信機
関を持つことは、他の市場で電気通信部門
の促進に成功した際の主要点になってい
る。事実、国際電気通信連合(ITU)の「世
界電気通信開発報告；テレコムの再発見
2002年」(World Telecommunications
Development Report; Reinventing
Telecoms 2002)は、民営化、競争、および
独立した規制を改革の3つの基本的要素と
して挙げている。
日本では、電気通信の政策と規制機能の両
方が総務省の所管となっている。最近の改
革によって日本市場はある程度開放されて
はきたが、今でも総務省は、国内の電気通
信市場を厳しく規制し、間接的に、NTT(東
と西）や KDDI、日本テレコム、ドコモの
ような既存の電気通信事業者が市場を継続
的に支配出来るようにさせている。ほとん
どのOECD加盟国は、独立した規制機関が電
気通信分野の競争を促し、競争を確かなも
のとする最も有効的手段であると考えてい
る。
無差別で透明なプロセスを確保するために
は、完全に独立した規制機関が必要であ
る。日本では、サービスの提供は政策の促
進や規制から分離しているが、規制部門の
能力を持って、政策部門から独立して運営
されていることが明らかになっていない。
このことは公平性についての疑問を提起す
る。
WTOリファレンス・パーパーの５条には、
規制機関はあらゆる基本電気通信サービス
の供給者から独立し、それらに対し説明責
任が無いとう義務原則を設定している。規
制機関による決定や行使される手続は市場
に参加する全ての事業者に対し公平でなけ

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

管理コード

z0400106

z0400107

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

審議会は、その調査審議に当た
り、必要と認めるときは、当該調
査審議事項と関連する利害関
係者その他の参考人から公聴
電気通信政策の見直しにかかる 情報通信審議会 会その他の方法により意見を聴
審議会等の透明性・開放性の改 議事規則 第５ 取し（第５条第１項）、また、国民
生活と密接な関係を有する事項
条
善
を調査審議するに当たり、必要
と認める時には、広く国民から
意見を募集し（第５条第２項）て
いる。

電気通信における規制の独立
性の強化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

-

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

-

措置の概要
（対応策）

-

利害関係者による公開ヒアリン
グを、必要に応じて実施するほ
か、総務省のホームページ上等
で意見募集をしており、広く意見
を出すことができるようにしてい
る。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

111/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400106

z0400107

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信政策の見直しにかかる審議会
等の透明性・開放性の改善

電気通信における規制の独立性の強化

要望
管理番号

5121

5122

要望事項
管理番号

51210020

51220001

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

オーストラリア

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

20

日本政府は、政府の見直し、特に電気通信
分野の見直しへの参加を、影響を受ける関
係者に拡大すべきであり、総務省は、提案
電気通信政策の見直しにかかる審議会等の
されている改革により影響を受ける関係者
透明性・開放性の改善
からのより積極的にコメントを集めること
により､より大きな透明性と影響を受ける
関係者の参加を可能にすべきである。

日本政府は、折に触れて電気通信政策の
様々な観点からの規制を見直している。見
直しに関する多くの情報は情報通信審議会
を通じて流れ、審議会への参加は制限され
ている。アメリカ、イギリス、オーストラ
リアなど他の国では、潜在的に影響を受け
る関係者が見直しの過程で有益な意見を提
出出来るような、開放的な取り組みを行っ
ている。例えば、オーストラリアでは規制
制度の詳細を進展させるために、全ての関
係者は意見を述べることが出来る。

1

日本が規制の独立性を強化するために以下
の措置を取ることを提言する。
①規制機能を政治的に直接コントロールさ
れやすい省庁の権限から切り離し、完全な
る独立機関へ移行する計画を策定する。
②日本政府が特定数のNTT株を保有するこ
と、外国資本による株式保有、あるいは経
営参加への制限等の要件を廃止する。
③事業計画や人事決定を含むNTTの運営に
関する政府の干渉を排除する。
④反競争的行動を処罰するための有意義な
制裁権限（罰金を科し、損害の支払いを命
じ、免許を差し止めるなど）を確立し、実
行する。
⑤１）日本の電気通信事業紛争処理委員会
の運営、実効性及び権限が強化されるよ
う、紛争処理を行う際の透明性の最大化を
含め、方策を講じる。２）総務省の産業振
興プログラムの恩恵を受けている企業が、
規制の特権的な待遇を受けることがないよ
う、産業振興と規制措置を明確に分け隔て
る垣根を設定する。

総務省は長年、規制決定プロセスから党派
的な影響力を排除することに苦慮してき
た。政府とのつながりを長年維持してきた
大企業を優遇し、新規参入企業を犠牲にし
た過去の決定案件は、規制の独立性及び説
明責任を改善する方策が必要であることを
裏付けている。

電気通信における規制の独立性の強化
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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

管理コード

z0400108

z0400109

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信における規制の説明
責任の強化

電気通信分野における支配的
事業者規制及び競争セーフガー
ド

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400108

z0400109

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

電気通信における規制の説明責任の強
化

電気通信分野における支配的事業者規
制及び競争セーフガード

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220002

51220003

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

2

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

電気通信における規制の説明責任の強化

規制の説明責任を強化するために、米国は
日本に、決定された規制の再検討と法的側
面からの見直しに向けて具体的に取り組
み、規制と司法の両機関が適切な時間内に
問題に効果的に取り組めるよう資源の確保
を保証することを提言する。
①決定及び決断事項を裏付ける全ての公開
される記録が存在する事及び特別な利益団
体が法規制の構築プロセスに接近を許され
る様なことのないことを保証するために、
透明性ある手続を導入かつ公表する。
②関心を有する全ての利害関係者が参加の
機会を与えられるように、総務省が主催す
る作業部会のメンバー選出プロセスを公開
する。

総務省は長年、規制決定プロセスから党派
的な影響力を排除することに苦慮してき
た。政府とのつながりを長年維持してきた
大企業を優遇し、新規参入企業を犠牲にし
た過去の決定案件は、規制の独立性及び説
明責任を改善する方策が必要であることを
裏付けている。

電気通信分野における支配的事業者規制及
び競争セーフガード

支配的事業者規制および競争セーフガード 米国は改
正電気通信事業法下の規制や省令で、日本市場におい
て支配的な地位を保持する事業者に特定の義務を課
し、適当な機関にこれらの義務を守らせる権限を与え
ることを保証するよう提言する。特に米国は日本に以
下の措置を取ることを提言する。
①2005年3月までに、その市場支配力と妥当な改善措
置について再考すべき全ての市場と下位市場を特定
し、例えばＥＵのような他市場の政策立案者及び規制
当局者の経験を参考に、かかる調査が迅速に実施され
るよう計画を策定する。
②電柱、管路、とう道、線路施設権への非差別的でコ
ストに基づいたアクセスを法律あるいは規則、あるい
はその双方により保証し、それらのアクセスに透明な
価格設定方法を提供する。
③データサービス同様、音声サービスについても、支
配的事業者による価格設定の濫用を評価する方法
（例：インピュテーションテスト）を確立する。
④毎年、ＮＴＴ東西が新規ビジネスへの展開の規定条
件を満たしているか否かを見直す際、ネットワークア
クセスや優遇措置が施された競合する事業者に関する
定量的データを公開する。
⑤競合する事業者が利用するＮＴＴ東西の専用回線が
妥当かつ競争的な料金によって提供されているか否か
を、公表される情報に基づいて評価する、透明な方法
を確立する。
⑥支配的事業者が、規制を受けていないサービスを補
てんするために、規制を受けているサービスからの収
入を反競争的に利用することがないよう、規則（例え
ば、関係会社との分離取引ルール）を設ける。
⑦報告義務を含め、競争関係実施測定基準および基準
不履行に対する金銭的罰則を整備する。このような基
準は、必要なすべてのネットワークサービスおよび施
設の提供、サービスの質および修理や保守において、
支配的事業者が自社あるいはその関係会社への扱いと
競合事業者への扱いを同等にすることを確保するため
のものである。
⑧支配的事業者が従来から独占的に提供するサービス
の他に新たなサービス展開を試みる場合、適当なセー
フガードの実施によりその市場での独占的な立場を利
用して反競争的な効果が望めないよう保証する。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。
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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

管理コード

z0400110

z0400110

制度の
所管官庁

総務省（国土
交通省）

総務省（国土
交通省）

項目

電気通信分野における固定系
相互接続

電気通信分野における固定系
相互接続

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400110

制度の
所管官庁

項目

総務省（国土交
電気通信分野における固定系相互接続
通省）

総務省（国土交
電気通信分野における固定系相互接続
z0400110
通省）

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220004

51220007

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

4

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

電気通信分野における固定系相互接続

電気通信：道路工事規制の緩和

116/156

具体的事業の
実施内容

要望理由

固定系相互接続 情報通信審議会は2004年7月に、
2005年度から3年間適用されるよう改定された相互接
続料金算定モデル（長期増分費用方式或いはLRIC ）
の提案書へのパブリックコメントを募集した｡米国は
提案書を相互接続料金が受け入れ可能なレベルまで引
き下げられる為の適当な措置として歓迎し、様々な利
害関係者の意見を反映した上で2004年10月に発表され
る改定された提案書に期待している。米国は総務省が
改正されたモデルの実施省令を起草する際に次の提案
を真摯に検討するよう提言する。
①ＮＴＳコストの除去 米国は日本に、移行期間を設
けないで2005年度の従量接続料金からNTSコストを取
り除く事を提言する。
②ＮＴＴ基本料の見直し ＮＴＴ東西の月額基本料を
最大490円まで値下げする決定を受けて、総務省はＮ
ＴＴ東西に以下の項目を透明で検証可能な方法で文書
化し公開するよう求めることを提言する。１）正確に
どのコストが月額回線使用料から回収されているの
か。２）先頃発表された小売サービスの月額基本料の
値下げと卸売料金（相互接続料金）の値上げの動きが
侵略的、排他的と目されない理由。３）卸売サービス
（ドライカッパー）の月額使用料が小売料金の値下げ
分に比例して引き下げるべきではない理由。４）月額
基本料のコストがどのように特定され、異なるサービ
ス間（ISDN、ＤＳＬ、専用回線等）でどのように配分
されているのか。５）基本料のコスト回収の前提、特
に既に施設設置負担金で回収されているコスト（加入
権利もしくは施設設置負担金）、減価償却率と償却方
法、許容範囲の利益マージンはなにか。
③ＮＴＴ東西間の交付金の廃止 米国は日本に以下の
措置を提言する。
１）ＮＴＴ東西が日本のＷＴＯ義務に従って、各地域
によって異なるコストを考慮しつつ、コストに基づい
た相互接続料金を設定し、反競争的な値下げの危険性
（及び防止する手段）を検討しつつ、必要に応じて、
各社が異なる料金を設定する事を許可する。２）接続
料収入をＮＴＴ東西間の交付金の収入源とする現在の
用途を廃止し、必要と目された交付金は競争上の中立
性を保持するユニバーサルサービス基金から拠出す
る。
④新しい市況への適用 競争と技術革新の促進によっ
て日本の固定系通信分野の構造が著しく変化する中
で、米国は日本に以下の措置を提言する。１）「ビ
ル・アンド・キープ」コスト回収方法への移行を、出
来る限り広範囲のネットワークアクセス機能について
検討する。２）アナログシステムとＩＰネットワークを

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。

パブリックコメントを経て、通信インフラ
の新規設置に要するコストと時間を削減す
るために緩和或いは廃止可能な規則を特定
する目的で、全ての道路工事規制の見直し
を実施する。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。

その他
（特記事項）

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

管理コード

z0400110

z0400110

制度の
所管官庁

総務省（国土
交通省）

総務省（国土
交通省）

項目

電気通信分野における固定系
相互接続

電気通信分野における固定系
相互接続

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省（国土交
電気通信分野における固定系相互接続
z0400110
通省）

z0400110

総務省（国土交
電気通信分野における固定系相互接続
通省）

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220008

51220009

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

8

9

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

電気通信：アンハンドル化について

アンバンドル要件の廃止に先駆けて、市場
力とボトルネック管理に関する事例を評価
するために、パブリックコメントの結果を
盛り込みながら競争原理の政策に則り市場
を再調査する。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。

電気通信：サービスの質における非差別化

アンバンドル化が求められる施設において
は、米国は日本がＮＴＴ東西に対して、以
下の措置を取ることを提言する。
①ＮＴＴ東西がサービスの混乱や質の悪化
に対応しなければならない期間を特定し
て、小売顧客へ提供されているサービスと
同様のサービス水準合意（ＳＬＡ）を、そ
の接続約款に盛り込むこと。
②施設への適切なアクセスを条件として、
卸売顧客が自ら施設を保守する選択権を容
認する。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。
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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

管理コード

z0400111

z0400111

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

移動体通信市場における着信
料金への取組及び競争の促進

移動体通信市場における着信
料金への取組及び競争の促進

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400111

z0400111

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

移動体通信市場における着信料金への
取組及び競争の促進

移動体通信市場における着信料金への
取組及び競争の促進

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220005

51220006

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

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

5

携帯着信料金 米国は日本に以下の措置を
提言する。
①支配的な無線ネットワークへの競争的な
接続料金を保証する日本の電気通信事業法
と2002年の取り決めに従い、携帯電話の着
信料金がコストに基づく水準に設定されて
いるか否かを評価する為に客観的で透明な
方法を規定し、また交渉が妥結されない場
合はこれを仲裁手段の根拠とする。
電気通信分野における携帯着信料金につい
②携帯電話事業者との相互接続を求める固
て
定通信の事業者のために、小売料金の設定
時における携帯電話事業者による差別的な
扱いを許している現在の慣行を排除するこ
とで競争上の中立性を確保する。
③携帯電話市場におけるＮＴＴドコモの支
配的な立場を分析すると同時に、全携帯電
話事業者が下位市場において携帯着信料金
に対してどの程度の市場力を発揮している
のかを分析する。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。

6

非常に普及率が高く、小売料金の高い日本
の携帯電話市場において、2010MHz及び
800MHzの周波数帯を含めた市場へ新規事業
者が参入できる機会を広げることを検討す
るように米国は日本に提言する。既存事業
者が周波数の有効利用を怠っていたり、利
用者を異なる周波数帯の新サービスへ移行
させる過程に在ったりする場合、総務省は
移行する周波数帯を他の利用者へ技術の中
立性を保ちつつ割当てることを考慮すべき
である。

電気通信事業法が2004年4月に改定された
ことにより、競争的通信事業者の規制緩和
において日本は大きな成果をあげた。しか
しながら、施設ベース・サービスベースの
競争促進のためには、ボトルネック設備へ
競合事業者がアクセス出来る事が今もって
必要不可欠であって、それが日本政府の主
要な目標である。総務省は、支配的事業者
への規制を強化し、固定系通信サービスの
相互接続料金を低く抑え、更にその他の競
争的環境を改善する事によって電気通信分
野における競争を保証する措置を講じる事
をすべきである。

電気通信：携帯電話市場における競争の促
進
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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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの
促進措置

高度無線技術及びサービスの
促進措置

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

121/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの促進措置

高度無線技術及びサービスの促進措置

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220010

51220011

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

10

11

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

免許登録が必要な周波数帯の柔軟な利用
効率的で革新的な電波利用を更に促進する
為、米国は日本へ以下を提言する。
①免許を付与された事業者に賃貸、転貸及
び他サービス事業者との周波数帯の交換を
電気通信分野における免許登録が必要な周
促進する方策を講じる。
波数帯の柔軟な利用
②免許付与の政策は技術的に中立な立場を
とるよう明確に規定し、事業者が選択する
技術が可能な限り周波数の割当て及びサー
ビス免許付与手続きに左右されないよう設
定する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

米国は日本へ以下の措置を提言する。
①革新的な無線ＬＡＮ技術、固定系及び移
動系ＭＡＮサービス、その他標準化されて
電気通信分野における新規技術への周波数
いない技術に供する周波数帯の特定、割当
割り当て
てを開始する。
②可能であれば、このような技術に供され
る周波数帯は、免許不要とする。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

122/156

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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの
促進措置

高度無線技術及びサービスの
促進措置

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

123/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの促進措置

高度無線技術及びサービスの促進措置

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220012

51220013

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

12

13

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

電気通信分野における新規技術の試験手順

電気通信分野における電波利用料制度

124/156

具体的事業の
実施内容

要望理由

予備免許付与手続きを手順の合理化と透明
性の向上に向けて見直し、既存事業者が競
合技術の試験を妨害しないよう手続上の
セーフガードを規定する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

総務省が電波有効利用政策研究会の報告書
を見直し、最終決定を行う際、米国は総務
省に以下を提言する。
①免許不要局やサービスに利用料を課さな
いようにする。
②免許不要局の新しい形態として帯域占用
型を導入する前に、帯域非占用型として取
り扱えるか否かを十分かつ透明性を持って
検討する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの
促進措置

高度無線技術及びサービスの
促進措置

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

125/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400112

z0400112

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

高度無線技術及びサービスの促進措置

高度無線技術及びサービスの促進措置

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220014

51220015

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

14

15

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

既存利用者の利益に配慮しながらも小電力
無線ＩＣタグが免許不要局として電波を利
電気通信における小電力無線システムによる 用できるよう、2004年度及びそれ以降の規
周波数利用
制改革の審議過程が時宜にかなった、客観
的且つ透明性あるものであるよう保証する
事を、米国は日本政府に提言する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

米国は、電気通信作業部会に講演者として
電気通信分野における民間部門からの情報 政府及び民間部門から専門家を招き見解を
提供
共有することで、協議が一層促進すること
を歓迎する。

総務省は2004年版情報通信白書「世界に拡
がるユビキタスネットワーク社会の構築」
において、日本でブロードバンド技術およ
び無線技術が融合し、「いつでも、どこで
も、誰でも情報を自由に交換できるユビキ
タスネットワーク」が実現しつつある現状
を説明した。その上で、2004年8月に総務
省は、2005年度のＩＣＴ政策が「u-Japan
構想」に 焦点をあわせると発表した。こ
れらの目標と一貫して、日本が技術革新、
競争、透明性そして有効な周波数利用を促
進するために、更に柔軟に周波数帯の規制
に取り組むよう米国は提言する。

126/156

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

管理コード

z0400113

z0400114

制度の
所管官庁

項目

総務省、外務
電気通信：通信機器の貿易促進
省

総務省

知的財産権保護の強化：デジタ
ル・コンテンツの保護

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

127/156

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

z0400113 総務省、外務省 電気通信：通信機器の貿易促進

z0400114

総務省

知的財産権保護の強化：デジタル・コン
テンツの保護

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220016

51220024

要望
事項
補助
番号

11

21

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

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

16

電気通信：通信機器の貿易促進

通信及びIT機器の分野でより効率的な貿易
が促進されるよう米国と日本は試験及び認
証の要件を相互に承認する方策を講じてき
た。この精神の下、米国は日米両政府が
2004年度末までに電気通信作業部会を通し
て電気通信機器の具体的要件及び電磁両立
性（ＥＭＣ）の一般的要件に関する相互承
認協定（ＭＲＡ）を締結するよう提案す
る。

通信及びIT機器の分野でより効率的な貿易
が促進されるよう米国と日本は試験及び認
証の要件を相互に承認する方策を講じてき
た。この精神の下、米国は日米両政府が
2004年度末までに電気通信作業部会を通し
て電気通信機器の具体的要件及び電磁両立
性（ＥＭＣ）の一般的要件に関する相互承
認協定（ＭＲＡ）を締結するよう提案す
る。

24

以下の措置によって、デジタル・コンテン
ツの保護を強化し、オンライン上の著作権
侵害を防ぐため日本政府が達成してきたこ
とをさらに積み重ねていく。
知的財産権保護の強化：デジタル・コンテンツ
②ＩＳＰ責任・インターネット・サービ
の保護
ス・プロバイダー責任制限法等のデジタ
ル・コンテンツの著作権侵害を防止するた
めの現行の措置を包括的かつ積極的にモニ
ターし強化する。

日本は日本経済を活性化するため、ＩＴ並
びに知的財産の経済的重要性を認識してお
り、知的財産推進計画を通じて知的財産の
創造、活用、保護において指導的立場に立
とうと努力している。これらの目標および
知的財産推進計画に沿って、米国は日本が
以下の措置を取ることを提言する。

128/156

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

管理コード

z0400115

制度の
所管官庁

総務省

総務省、財務
z0400116 省、経済産業
省

項目

官民による電子商取引の利用
の促進：スパム

情報システムの調達改革促進

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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。

措置の 措置の
分類
内容

-

ｄ

措置の概要
（対応策）

-

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

-

「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。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400115

制度の
所管官庁

総務省

項目

官民による電子商取引の利用の促進：
スパム

総務省、財務
z0400116 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220032

51220033

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

32

33

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

迷惑メールいわゆるスパムは、多くの場
合、オンライン詐欺行為に関連し、悪質な
コードを拡散し、企業や消費者に負担と経
費を強いている。拡大するスパム問題に対
処しなければ、電子商取引の発展は脅かさ
れる。米国はスパム問題に効果的に対処す
るには、消費者や企業に対する啓蒙活動、
効果的な法律の執行、技術的基準、ベスト
官民による電子商取引の利用の促進：スパム プラクティス等を組み合わせた総合的な取
組みが必要であると確信する。よって米国
は、日本に下記の事項を要請する。
①スパム問題の解決に向け、技術革新を通
じて民間が中心的役割を果たし、また民間
が独自に技術選択することを確認する｡
②消費者意識を高め、効果的に法律を執行
する手段を明らかにし、スパム対策の中に
自主規制の原則を取り入れる。

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

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

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

情報システムの調達改革促進
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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

管理コード

制度の
所管官庁

総務省、財務
z0400117 省、経済産業
省

総務省、財務
z0400118 省、経済産業
省

項目

情報システムの調達改革促進

情報システムの調達改革促進

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

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。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

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、２
００２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、別紙のとおりである。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１
４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。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、財務
z0400117 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

総務省、財務
z0400118 省、経済産業省 情報システムの調達改革促進

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220033

51220033

要望
事項
補助
番号

21

31

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

33

33

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

情報システムの調達改革促進

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

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

情報システムの調達改革促進

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

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

管理コード

z0400119

z0400120

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

情報システムの調達改革促進
の追加的措置

地方自治体レベルでの談合へ
の取り組み

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

-

−

制度の現状

-

−

措置の 措置の
分類
内容

-

ｃ

-

−

措置の概要
（対応策）

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を
行い、これらの基づき「成長のた
めの日米経済パートナーシップ」
における
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は当該対日要望と同じも
のである。対話の成果について
は、
２００５年に公表される報告書を
参照されたい。

公共工事の入札及び契約の適
正化の促進に関する法律第１０
条において、地方公共団体が実
施する公共工事の入札において
談合等の不正行為があると疑う
に足りる事実があるときは、地
方公共団体の長は公正取引委
員会にその事実を通知しなけれ
ばならない旨が規定されてお
り、適切に処理しているところで
ある。
また、地方公共団体に対して
は、同法の規定により公共工事
に係る入札及び契約に関する諸
情報を公開することが義務付け
られており、談合等の不正行為
が生じにくい体制づくりの推進が
図られているところである。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400119

z0400120

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

情報システムの調達改革促進の追加的
措置

地方自治体レベルでの談合への取り組
み

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220034

51220106

要望
事項
補助
番号

21

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

34

106

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

政府の情報システム調達に関するさらなる
改革を断行するため、以下の措置を含め、
情報システムの調達改革促進の追加的措置 追加的措置を実行する。
②外国企業や中小企業に対する障壁を除去
するため、資格審査制度を改革する。

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。

地方自治体レベルで談合と戦うために、総
務省に談合疑惑情報を公取委に伝えること
を義務付ける政策の採用を含め、地方政府
の契約の談合を減らすための付加的処置を
講じさせる。

談合は、日本経済において、引き続き重要
な問題である。談合は、必要な改革の基礎
を危うくし、消費者、納税者ならびに最も
効率的な入札者の利害を損なうものであ
る。官製談合は、政府職員が日本における
法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危
うくすることに直接関与するので、特に有
害である。談合に効果的に対応するため
に、米合衆国は日本に以下のことを要望す
る。

地方自治体レベルでの談合への取り組み
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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

管理コード

z0400140

z0400121

制度の
所管官庁

総務省、国土
交通省

総務省

項目

制裁の透明性の向上

パブリックコメントの手続につい
て

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

−

-

制度の現状

−

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月23日
閣議決定）によれば、意見募集
期間は「意見・情報の提出に必
要と判断される時間等を勘案
し、１か月程度を一つの目安とし
て」定めることとされている。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

措置の概要
（対応策）

−

地方公共団体における談合情
報の公表については、各地方公
共団体において自主的に行わ
れるべきものであり、各地方公
共団体に一律に義務付け、総務
省において一括して取りまとめ
ることは適当でない。

-

制度の概要のとおりであるが、
さらに、「規制改革・民間開放推
進３か年計画」において、意見
募集期間については原則30日
間を確保することとしている。
一口に規制の設定改廃といって
も、その内容は千差万別であ
り、これらについて、一定の意見
募集期間を義務付けることは、
行政機関が迅速な意思決定を
行う必要がある場合にその障害
になりかねず、目安として示すこ
とが適当と考える。
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その他

-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400140

z0400121

制度の
所管官庁

項目

総務省、国土 制裁の透明性の向上
交通省

総務省

パブリックコメントの手続について

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220107

51220111

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

107

111

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

制裁の透明性の向上

パブリックコメントの手続について
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具体的事業の
実施内容

要望理由

国交省、総務省および他の関係政府機関が
前年中に談合に従事したと確定した各社を
載せた、またそれら各社に課された行政制
裁および各社が談合活動による損害に対し
て政府へ支払った賠償額を明記した報告書
を毎年公表すべきである。

談合は、日本経済において、引き続き重要
な問題である。談合は、必要な改革の基礎
を危うくし、消費者、納税者ならびに最も
効率的な入札者の利害を損なうものであ
る。官製談合は、政府職員が日本における
法の愚弄および競争文化の創造の基礎を危
うくすることに直接関与するので、特に有
害である。談合に効果的に対応するため
に、米合衆国は日本に以下のことを要望す
る。

緊急を要する案件以外は60日間の意見募集
期間を標準とするか、最低30日間の意見募
集期間を義務付ける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

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

管理コード

z0400122

z0400123

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続につい
て

パブリックコメントの手続につい
て

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

-

-

制度の現状

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」において、意見・情報の
募集期間が30日間を下回る期
間を設定する場合においては、
その理由を公表することとしてい
る。

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月25日
閣議決定）によれば、最終的な
意思決定を行う前に、その案等
を公表することとされている。

措置の 措置の
分類
内容

d

ｃ

-

-

措置の概要
（対応策）

その他

制度の概要に記載のとおり、「規
制改革・民間開放推進３か年計
画」において、意見・情報の募集
期間が30日間を下回る期間を
設定する場合においては、その
理由を公表することとしている。
また、総務省は、本制度の実施
状況調査において、意見募集期
間が30日間を下回った理由を把
握し、公表している。

-

案の公表をできる限り早い時期
に行うことは、一般的には望まし
いものと言える。しかしながら、
早い時期に案を公表するため、
行政機関としての十分な検討を
経ていない案や、具体性を有し
ていない案を公表することとなっ
ては、意見を提出する側にとっ
ても十分な検討ができず、その
結果として有益な意見の提出に
つながらないおそれがある。
要は、行政機関として十分な検
討を行った案を、意見を提出す
る側が必要な検討期間をとれる
よう、可能な限り早く公表するよ
うにすることが重要と考える。
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-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400122

z0400123

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220112

51220113

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

112

113

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について
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具体的事業の
実施内容

要望理由

緊急を要する案件の場合、なぜ意見募集期
間を短縮しなければならないか、急を要す
る理由を公表するよう省庁に義務付ける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

草案をできるだけ早急に公表することを義
務付け、問題を分析し意義ある意見を準備
するための充分な時間を関係者に与える。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

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

管理コード

z0400124

z0400125

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続につい
て

パブリックコメントの手続につい
て

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

-

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月26日
閣議決定）では、案等を公表し
た行政機関は、提出された意
見・情報を考慮して意思決定を
行うこととされている。

-

電子政府の総合窓口（e-Gov)
に、各府省が実施しているパブ
リック・コメント手続案件及びそ
の結果が掲載されている。

措置の 措置の
分類
内容

c

d

措置の概要
（対応策）

その他

-

意見募集期間終了時から最終
的な意思決定までの期間を具体
的にどの程度確保すべきかにつ
いては、案件の内容等により異
なってくるものと考えられる、

-

-

制度の現状に記載のとおり、既
に、国民が一層容易にパブリッ
ク・コメント手続案件を一覧でき
るよう、パブリック・コメント手続
に付されている案件の一覧を電
子政府の総合窓口（e-Gov）に
掲載するという取組を進めてい
るところである。

-
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当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400124

z0400125

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220114

51220115

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

114

115

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について

140/156

具体的事業の
実施内容

要望理由

意見をきちんと反映できるよう、省庁が意
見募集期間の締め切りと規制の最終決定ま
での間に充分な時間を設けることを確保す
る。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

一般市民が容易に（パブリックコメント手
続きの適用対象の当否にかかわらず）審議
会、研究会、勉強会およびその他の検討会
による意見募集案件を含む、すべての省庁
からの意見募集案件と結果を１カ所で知る
ことができる中央システムを構築する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

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

管理コード

z0400126

z0400127

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続につい
て

パブリックコメントの手続につい
て

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

-

「審議会等の整理合理化に関す
る基本的計画」（平成11年４月27
日閣議決定）別紙３「審議会等
の運営に関する指針」によれ
ば、「審議会等は、その調査審
議に当たり、特に必要があると
認める時には、当該調査審議事
項と密接に関連する利益を有す
る個人又は団体から意見を聴取
する機会を設けるよう努める」旨
を規定している。

-

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月27日
閣議決定）では、意見・情報の提
出方法として、郵便、ファクシミ
リ、電子メール等の手段を案等
の公表時に明示することとされ
ている。

措置の 措置の
分類
内容

d

e

措置の概要
（対応策）

その他

-

制度の現状に記載の閣議決定
に基づき、各審議会において適
切に対応しているものと認識し
ている。

-

-

閣議決定では、枚数の制限や80
字以内の要約等の要件を課して
いない。
また、個別の案件においても、
そのような例があるとは承知し
ていない。

-
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当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400126

z0400127

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220116

51220117

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

116

117

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について
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具体的事業の
実施内容

要望理由

外国の業界団体が専門家あるいは関係者と
して審議会で見解を表明する機会を増や
す。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

パブリックコメントの提出にあたり、枚数
の制限や80字以内の要約等の過度に厳しい
要件ならびに同手続きの趣旨に反するその
他の要件を課すことを禁止する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

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

管理コード

z0400128

z0400129

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続につい
て

パブリックコメントの手続につい
て

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

-

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月28日
閣議決定）によれば、いわゆる
特殊法人、認可法人等が法令
により付与された処分権限に係
る審査基準及び処分基準を定
める場合、パブリック・コメント手
続に準じた手続を経るよう、その
規制の根拠となる法令を所管す
る行政機関が指導することとし
ている。

-

規制の設定又は改廃に係る意
見提出手続（平成11年３月29日
閣議決定）によれば、案を公表
した行政機関は、提出された意
見・情報に対する当該行政機関
の考え方を取りまとめ、提出さ
れた意見・情報と併せて公表す
ることとされている。また、 閣議
決定の考え方では、個人又は法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれが
あると行政機関が判断した場合
を除き、提出された意見はすべ
て公にすることとしている。

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

その他

-

「政府設立機関」及び「認可自主
規制機関」が何を意味するか不
明であるが、制度の現状に記載
のとおり、いわゆる特殊法人、
認可法人等が法令により付与さ
れた処分権限に係る審査基準
及び処分基準を定める場合とい
うのであれば、閣議決定におい
て、パブリック・コメント手続に準
じた手続を経るよう、その規制の
根拠となる法令を所管する行政
機関が指導することとしている。

-

-

制度の概要に記載のとおりであ
るが、さらに、「規制改革・民間
開放推進３か年計画」において
は、「提出意見・情報について、
可能な限り、各府省のホーム
ページ上でその全文を公表す
る」としている。

-
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400128

z0400129

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220118

51220119

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

118

119

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

パブリックコメントの手続について

パブリックコメントの手続について
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具体的事業の
実施内容

要望理由

政府設立機関や認可された自主規制機関に
よって提案された規制・規則等はすべてパ
ブリックコメントに付され、提出された意
見が最終案に適切な限り反映されるよう義
務づける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

各省庁に提出された意見の全文、それに対
する公式回答と提出者名、ならびにどのよ
うに意見が取り入れられたのか、また取り
入れられなかった場合はその理由を公表し
ウェブサイトに掲載するよう義務づける。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

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

管理コード

z0400130

z0400131

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続につい
て

該当法令等

行政手続法

郵便金融機関の透明性

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ー

制度の現状

(該当制度なし）

ー

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ー

-

ー

措置の概要
（対応策）

「規制改革・民間開放推進３か
年計画」、「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、政省令等の行政立法手
続の法制整備を検討することと
され、その際、パブリック・コメン
ト手続の法制化についても検討
することとされている。
総務省は、上記を踏まえ、総務
大臣の下に本年４月から行政手
続法検討会を開催し、これらに
ついて鋭意検討しているところ。

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を行い、
これらに基づき「成長のための
日米経済パートナーシップ」にお
ける
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は、当該対日要望と同じ
ものである。
対話の成果については、２００５
年に公表される報告書を参照さ
れたい。
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その他

-

ー

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400130

z0400131

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

パブリックコメントの手続について

郵便金融機関の透明性

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220120

51220126

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

120

126

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

パブリックコメントの手続について

パブリックコメント手続きを、行政手続法
に取り入れ、単なる指針から法制化して強
化する。

日本のパブリックコメント手続きは1999年
に導入されたが、本来の趣旨である透明性
と、より公平で開かれた規制制度の推進を
支える形で実施されていないことが度々あ
る。総務省が2004年8月に再び公表した実
施状況調査では、依然として同手続きの活
用に問題があることが明らかになった。同
調査によると、2003年度のパブリックコメ
ントの案件で、閣議決定を要する規制の改
訂の約半数は意見募集期間が28日未満で、
1％未満の回答がより妥当期間60日に近
かった。また、大半の最終規制が、提示さ
れた意見を取り入れていないことが調査で
明らかになっている。同手続きを有益かつ
効果的な規制メカニズムにするため、米国
は、日本政府がパブリックコメント手続き
の欠陥を除去することを求める。したがっ
て、パブリックコメント手続きの改善にむ
けて2004年度に提案を検討することを含ん
だ規制改革・民間開放推進3ヶ年計画の閣
議決定を米国は歓迎する。 米国は、日本
がパブリックコメント手続きの改正を進め
るにあたり、下記のような措置を講ずるこ
とを提言する。

郵便金融機関の透明性

簡保商品および日本郵政公社による元金無
保証型の「郵貯」投資商品の販売または元
受けにかかわる法律の改正案の策定につ
き、米国政府は、日本政府の関係省庁等
が、関連分野における民間企業の運営に影
響を及ぼしうるあらゆる面について、国民
一般 (外国保険会社も含む)）への十分な
情報提供および意見の収集を行う方策を取
ることを求める。それは、保険業界や他の
民間利害関係者(国内外の両方)が､以下の
事項に関し意見を述べ、また関係する日本
政府の職員と意見交換を行なう有意義な機
会を提供する事を含む。
①国会提出前の提案プランや法案。
②パブリックコメント手続きの最大限の活
用と実施を伴う、実施段階前のガイドライ
ン原案や他の規制措置。

郵便金融機関（郵便貯金「郵貯」、簡易保
険「簡保」）が日本の金融市場の効率的な
運営に与える影響について、日本経団連や
その他の機関が表明している懸念を米国政
府は引き続き共有する。

146/156

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

管理コード

z0400132

z0400133

制度の
所管官庁

総務省

総務省、厚生
労働省、農林
水産省、経済
産業省

項目

該当法令等

郵便金融機関の同一基準及び
拡大抑制

根拠法のある共済について

ー

制度の現状

ー

普通地方公共団体は、議会の
議決を経て、その利益を代表す
る全国的な公益的法人に委託
することにより、他の普通地方
公共団体と共同して、火災、水
地方自治法第２
災、震災その他の災害に因る財
６３条の２
産の損害に対する相互救済事
業を行うことができる。
相互救済事業で保険業に該当
するものについては、保険業法
は、これを適用しない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ー

C

ー

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

その他

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を行い、
これらに基づき「成長のための
日米経済パートナーシップ」にお
ける
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は、当該対日要望と同じ
ものである。
対話の成果については、２００５
年に公表される報告書を参照さ
れたい。

ー

地方自治法第２６３条の２に基
づき、全国的な公益的法人が、
当省の指導・監督の下で行う相
互救済事業は、民間営利法人
の事業とは異なり、自発的な共
助を基本とした非営利事業であ
ることから、必要以上の規制を
課すことはその自主性や自立性
を損なうこととなるため適当では
ない。
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当室からの
再検討要請

「保険」であっても「共済」であっ
ても、一般消費者から見れば、
万一の場合の経済的備えに対
する期待は同じであり、契約者
保護の重要性に変わりはない。
保険・共済契約は商品内容が無
形で複雑、長期にわたり保険金
等の支払の確実性を確保するこ
とが必要といった特性があるた
め、各監督官庁において契約者
保護のためのルールが整備さ
れているところであり、契約者保
護のためのルールが保険業等
と異なるままでよいとする理由に
はならないと考える。共済事業
の大規模化、共済商品の多様
化といった実態を踏まえれば、
その財務の健全性等について、
組合員自らが判断することは困
難な状況となっており、財務の
健全性等を確保するルールにつ
いては、保険業法等と整合的な
ルールを整備することが必要と
考えられる。上記を踏まえ、保険
業等と整合的な契約者保護
ルールの整備について、改めて
検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400132

制度の
所管官庁

総務省

項目

郵便金融機関の同一基準及び拡大抑
制

総務省、厚生
労働省、農林 根拠法のある共済について
z0400133
水産省、経済
産業省

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220127

51220132

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

127

132

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

郵便金融機関の同一基準及び拡大抑制

共済について
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具体的事業の
実施内容

要望理由

米国は日本に対し、民営化の章のII.A.1.
で挙げている措置に従い、郵便金融機関に
民間の競合会社と完全に同一の競争条件を
確保するよう求める。さらに、米国は日本
に対し、同一の競争条件が確保されるまで
は、民間が提供可能ないかなる新規または
変更された保険商品の引き受け、或いは新
規の元金無保証型の投資商品の元受けを、
郵便金融機関が提供する事を禁ずるよう求
める。

郵便金融機関（郵便貯金「郵貯」、簡易保
険「簡保」）が日本の金融市場の効率的な
運営に与える影響について、日本経団連や
その他の機関が表明している懸念を米国政
府は引き続き共有する。

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

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

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

管理コード

制度の
所管官庁

総務省、厚生
労働省、農林
z0400133
水産省、経済
産業省

z0400134

総務省

項目

根拠法のある共済について

該当法令等

制度の現状

普通地方公共団体は、議会の
議決を経て、その利益を代表す
る全国的な公益的法人に委託
することにより、他の普通地方
公共団体と共同して、火災、水
地方自治法第２
災、震災その他の災害に因る財
６３条の２
産の損害に対する相互救済事
業を行うことができる。
相互救済事業で保険業に該当
するものについては、保険業法
は、これを適用しない。

法令適用事前確認手続（ノーア
クションレター制度）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

-

行政機関による法令適用事前
確認手続の導入について（平成
13年３月27日閣議決定）によれ
ば、行政機関による法令適用事
前確認手続（いわゆる日本版
ノーアクションレター制度）とは、
民間企業等が、その事業活動に
関係する具体的行為が特定の
法令の規定の適用対象となるか
どうか、あらかじめ当該規定を
所管する行政機関に文書で確
認し、その行政機関が文書回答
を行うとともに、当該回答を公表
する手続である。

措置の 措置の
分類
内容

C

ｃ

Ⅰ

-

措置の概要
（対応策）

その他

「保険」であっても「共済」であっ
ても、一般消費者から見れば、
万一の場合の経済的備えに対
する期待は同じであり、契約者
保護の重要性に変わりはない。
保険・共済契約は商品内容が無
形で複雑、長期にわたり保険金
等の支払の確実性を確保するこ
とが必要といった特性があるた
め、各監督官庁において契約者
保護のためのルールが整備さ
れているところであり、契約者保
護のためのルールが保険業等
と異なるままでよいとする理由に
はならないと考える。共済事業
の大規模化、共済商品の多様
化といった実態を踏まえれば、
その財務の健全性等について、
組合員自らが判断することは困
難な状況となっており、財務の
健全性等を確保するルールにつ
いては、保険業法等と整合的な
ルールを整備することが必要と
考えられる。上記を踏まえ、保険
業等と整合的な契約者保護
ルールの整備について、改めて
検討されたい。

地方自治法第２６３条の２に基
づき、全国的な公益的法人が、
当省の指導・監督の下で行う相
互救済事業は、民間営利法人
の事業とは異なり、自発的な共
助を基本とした非営利事業であ
ることから、必要以上の規制を
課すことはその自主性や自立性
を損なうこととなるため適当では
ない。

本制度は、制度導入後３年半を
経過したばかりであり、実績の
蓄積を図っていくことが重要と考
えているところ。また、法制化に
当たっては、処分の事前手続と
してとらえ得るか否か、回答の
法効果をどのように考えるか等
様々な整理すべき問題が多くあ
り、慎重な検討が必要である。
法的拘束力については、それが
どのようなものを意味しているか
定かではないが、回答はあくま
でも情報提供であり、これが法
的な意味で実際の行政機関の
行為を決定するようなことは適
切でない。ただし、回答内容が
公表されることから、照会と同一
条件である限り、事実上、申請
に対し回答と異なる行政行為を
とることは抑制されることが想定
される。
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-

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

制度の
所管官庁

項目

総務省、厚生
労働省、農林 根拠法のある共済について
z0400133
水産省、経済
産業省

z0400134

総務省

法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220133

51220134

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

133

134

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

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

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

閣議決定の下で制定された日本のノーアク
法令適用事前確認手続（ノーアクションレター
ションレター制度の要件を行政手続法に組
制度）
み込み､同制度に法的拘束力を与える。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求
める機会を制規企業に与える日本のノーア
クションレター制度の効率性を高め、活用
を増やすために、日本がさらなる措置を講
じることを米国は提言する。より効果的な
ノーアクションレター制度に寄与する対策
は以下の事項を含む。

共済について
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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

管理コード

z0400135

z0400136

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

法令適用事前確認手続（ノーア
クションレター制度）

法令適用事前確認手続（ノーア
クションレター制度）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

-

-

制度の現状

行政機関による法令適用事前
確認手続の導入について（平成
13年３月28日閣議決定）によれ
ば、行政機関による法令適用事
前確認手続（いわゆる日本版
ノーアクションレター制度）とは、
民間企業等が、その事業活動に
関係する具体的行為が特定の
法令の規定の適用対象となるか
どうか、あらかじめ当該規定を
所管する行政機関に文書で確
認し、その行政機関が文書回答
を行うとともに、当該回答を公表
する手続である。

行政機関による法令適用事前
確認手続の導入について（平成
13年３月29日閣議決定）によれ
ば、行政機関による法令適用事
前確認手続（いわゆる日本版
ノーアクションレター制度）とは、
民間企業等が、その事業活動に
関係する具体的行為が特定の
法令の規定の適用対象となるか
どうか、あらかじめ当該規定を
所管する行政機関に文書で確
認し、その行政機関が文書回答
を行うとともに、当該回答を公表
する手続である。

措置の 措置の
分類
内容

前文
e
①
ｄ
②1)
ｃ
②2)
ｃ
②3)
ｃ

d

措置の概要
（対応策）

その他

-

（前文） 「行政機関の各々の
ノーアクションレター制度に適用
される要件に関して」の「より詳
細な省庁横断的なガイドライン」
とはどのようなものを指している
のか不明であるが、現行の閣議
決定に盛り込まれている内容
は、まさに、各行政機関のノーア
クションレター制度の運用に関
するガイドラインであると考えて
いる。
（①）平成16年３月の閣議決定
改正において、ノーアクションレ
ターを補完する関連情報の提供
等について、「各府省は、民間に
おける団体からその所属する個
別企業を代表した照会を受けた
場合にも、できる限り具体的に
回答するものとする。」と規定し
たところである。
（②1)、２）)各府省がそれぞれの
事務体制や所掌分野に応じ適
宜対応すれば足りるものであ
り、一律に閣議決定において規
定する必要性はないと考えてい
る。
（②３））照会の方法は、照会者
が個別事案に応じ適切に選択
すべきものであり、特定の方法
に限定することは適切でないと
考える

-

-

「フォーラム」とは具体的にどの
ようなものを想定しているのか
が不明である。ノーアクションレ
ター制度について企業等から意
見があれば、各府省において適
切に対処しているものと理解し
ている。

-
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400135

z0400136

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

法令適用事前確認手続（ノーアクション
レター制度）

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220135

51220136

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

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

135

暫定的な措置として、行政機関の各々の
ノーアクションレター制度に適用される要
件に関して、より詳細な省庁横断的なガイ
ドラインを閣議決定により規定し、それら
のノーアクションレター制度を設ける期限
を定める。具体策として以下の事項を含
む。
①ノーアクションレターの要望を受ける単
一の「窓口」を各機関に開設する。
②ノーアクションレター制度のより積極的
な活用を促進させるため以下に挙げるもの
法令適用事前確認手続（ノーアクションレター
を含む方策を採用する。１）ノーアクショ
制度）
ンレター制度を通じて日本の法律や規則の
明確化を求めることができることを規制業
界の企業に知らせる行政機関のアウトリー
チの努力。２）企業グループおよび業界団
体は、特定企業に代わってノーアクション
レターを提出する事ができる旨を公表す
る。３）定まった政策の事柄の問題につい
ての法律や規則の非公式な口頭解釈を求め
る個々の企業や関係団体からノーアクショ
ンレターを積極的に求めるよう、行政機関
の職員を促す内部システムを構築する。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求
める機会を制規企業に与える日本のノーア
クションレター制度の効率性を高め、活用
を増やすために、日本がさらなる措置を講
じることを米国は提言する。より効果的な
ノーアクションレター制度に寄与する対策
は以下の事項を含む。

136

さまざまな政府行政機関のノーアクション
レター制度をどのように改善させるかに関
法令適用事前確認手続（ノーアクションレター
して、民間からのインプットを求めるため
制度）
の省庁横断的なものと行政機関ごとの両方
のフォーラムを構築する。

行政機関の法律や規則の解釈の明確化を求
める機会を制規企業に与える日本のノーア
クションレター制度の効率性を高め、活用
を増やすために、日本がさらなる措置を講
じることを米国は提言する。より効果的な
ノーアクションレター制度に寄与する対策
は以下の事項を含む。
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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

管理コード

z0400137

z0400138

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

郵便保険と郵便貯金

郵便保険と郵便貯金

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

ー

ー

制度の現状

ー

ー

措置の 措置の
分類
内容

ー

ー

措置の概要
（対応策）

その他

ー

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を行い、
これらに基づき「成長のための
日米経済パートナーシップ」にお
ける
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は、当該対日要望と同じ
ものである。
対話の成果については、２００５
年に公表される報告書を参照さ
れたい。

ー

ー

２００４年１０月１５日に日米政府
間で対日要望と対米要望の交
換を行い、
これらに基づき「成長のための
日米経済パートナーシップ」にお
ける
「規制改革及び競争施策イニシ
アティブ」の４年目の対話が行わ
れている。
本要望は、当該対日要望と同じ
ものである。
対話の成果については、２００５
年に公表される報告書を参照さ
れたい。

ー
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400137

z0400138

制度の
所管官庁

総務省

総務省

項目

郵便保険と郵便貯金

郵便保険と郵便貯金

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220142

51220143

要望
事項
補助
番号

11

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

米国

要望
事項番号

142

143

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

郵便保険と郵便貯金

郵便保険と郵便貯金
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具体的事業の
実施内容

要望理由

日本政府が、民間で元受けをする元金無保
証型投資商品を日本郵政公社で取り扱うこ
とを許可する計画を進めるにあたり、それ
らの商品の選択が公平で透明性のある形で
行われるよう保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限
の経済的利益をもたらすためには、意欲的
にかつ市場原理に基づいて行なわれなけれ
ばならない。真に市場原理に基づいたアプ
ローチというものは、様々な措置の中でも
特に、日本郵政公社に付与されている民間
競合社と比べた優遇面の全面的な撤廃を通
して日本の保険、銀行、宅配便市場におい
て歪められていない競争を確保することを
含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方に
とって同様に、長年の懸念となっている。
経済財政諮問会議は、9月10日に発表した
「郵政民営化の基本方針」において、「イ
コールフッティング」の確立および日本郵
政公社と民間企業との間の「競争条件」の
均等化の重要性を確認することにより、重
要な一歩を踏み出した。経済財政諮問会議
の報告書ではさらに、2007年の民営化開始
当初から（民間企業と）同様に納税義務お
よびセーフティネットへの加入義務を負う
ことや、郵便保険および郵便貯金商品につ
いて政府保証を廃止するとの明確な措置を
確認した。米国政府は、これらの具体的な
提言を歓迎し、それが日本郵政公社の民営
化のための法律に反映されるよう求める。

日本郵政公社において販売される民間企業
元受けの保険商品の選択が、公平で透明性
がある形で行われるよう保証する。

日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限
の経済的利益をもたらすためには、意欲的
にかつ市場原理に基づいて行なわれなけれ
ばならない。真に市場原理に基づいたアプ
ローチというものは、様々な措置の中でも
特に、日本郵政公社に付与されている民間
競合社と比べた優遇面の全面的な撤廃を通
して日本の保険、銀行、宅配便市場におい
て歪められていない競争を確保することを
含まなければならない。これらの優遇面
は、米国系企業および日本企業の双方に
とって同様に、長年の懸念となっている。
経済財政諮問会議は、9月10日に発表した
「郵政民営化の基本方針」において、「イ
コールフッティング」の確立および日本郵
政公社と民間企業との間の「競争条件」の
均等化の重要性を確認することにより、重
要な一歩を踏み出した。経済財政諮問会議
の報告書ではさらに、2007年の民営化開始
当初から（民間企業と）同様に納税義務お
よびセーフティネットへの加入義務を負う
ことや、郵便保険および郵便貯金商品につ
いて政府保証を廃止するとの明確な措置を
確認した。米国政府は、これらの具体的な
提言を歓迎し、それが日本郵政公社の民営
化のための法律に反映されるよう求める。

その他
（特記事項）

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

管理コード

制度の
所管官庁

財務省、総務
z0400139
省

項目

該当法令等

制度の現状

地方自治法２４３
地方公共団体の公金について
クレジット/デビットカードおよび 条、地方自治法
は、法令で特別の定めがない限
ＡＴＭサービスと受け入れの促 施行令第１５８
り、私人に公金の取扱いを委任
条、第１５８条の
進
することができない。
２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

現時点において実施時期等を
示すことはできないが、今後、現
行制度の検証を含め、提案の趣
旨を十分踏まえて検討を進めた
いと考えている。
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その他

当室からの
再検討要請

クレジットカードによる公金納入
を可能とすることは納入義務者
（納入者）の利便に資するもので
あり、改めて実施に向けた具体
的な対応策及び実施時期を検
討され、示されたい。
なお、納入者がクレジット会社を
通じて指定金融機関等への口
座振替により納入期限までに一
括して納入を行う（この場合、納
入者が支払いを遅延する等のリ
スクは、納入者から分割払い等
の後払いで返済を受ける形でク
レジット会社が負担する。）仕組
みを採れば、指定金融機関等に
対する払込みという点において
現行と変わらないと考えられる。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

「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

管理コード

z0400139

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

要望
事項
補助
番号

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望主体名

米国

要望
事項番号

174

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①ビジネスによるクレジット/デビット
クレジット/デビットカードおよびＡＴＭサービス
カードの利用と、政府サービスへの 支払
と受け入れの促進
いに対するカード利用を促進。
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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。EJapan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）

