「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

z0600001

z0600002

制度の
所管官庁

全省庁

法務省、外務
省

項目

該当法令等

制度の現状

人事院人材局企
画課長発「選考 当省ホームページへの掲示や
非常勤公務員採用の際の民間
採用の適切な実 ハローワークを通じ広く一般に
求人情報事業者の活用
対し公募を行っている。
施について」（通
知）

出入国管理法及
び難民認定法第
台湾住民については査証が必
愛知万博期間中における台湾
６条、外務省設
要である
人観光客への入国査証免除
置法第４条第１
項１３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

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）

当省では基本的に非常勤公務
員を必要とする各課の判断で広
く公平な募集を行っており、募集
を広く知らせる具体的手段として
は、当省ホームページかハロー
ワークを活用している。人材確
保についても十分な人員を確保
できていると考えているので、予
算を確保した上で有料求人メ
ディアを活用する必要は現時点
ではない。

ｃ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

愛知万博期間中に台湾住民に
査証免除を実施する方向で、法
的整備を含めその具体的方法
につき検討中である
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万博開幕まで100日を切ってお
り、台湾人観光客への周知期間
を考えると、一刻も早く結論を出
す必要がある。台湾人に対する
万博期間中の査証免除の方針
については、本年12月３日に町
村外務大臣が表明されていると
ころでもあり、貴省におかれては
関係各府省と早急に調整いただ
き、実施に向けた具体的方法等
を明示されるべきである。

ｂ

Ⅰ

愛知万博の開幕が目前に迫っ
てきていることは十分認識して
いるところであり、人的交流の促
進や万博成功という観点から、
万博期間中に台湾住民に短期
滞在査証免除を実施する方向
で、法的整備を含めその具体的
方法につき、早急に結論を得ら
れるよう調整中である。

「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

z0600001

z0600002

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

法務省、外務 愛知万博期間中における台湾人観光客
への入国査証免除
省

要望
管理番号

5044

5052

要望事項
管理番号

50440016

50520001

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

愛知県

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

16

非常勤公務員の求人について、求職者に対
し広く募集機会を知らせるために、すでに
相当の実績がある求人メディアの活用を図
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。

1

台湾人観光客は、現在、入国査証が必要で
あり、発給手続きの煩雑さ等が訪日観光客
拡大の阻害要因となっている。すでに、韓
国人観光客は、愛知万博期間中に査証免除
となっていることから、台湾人観光客につ
いても同様の措置を望みたい。なお、本年
６月に同様の要望を行ったところ、台湾は
平成17年３月〜９月に開かれる2005年日本
入管法第６条の「外国政府への通告」との
愛知万博期間中における台湾人観光客への 国際博覧会（愛知万博）期間中は、台湾人
整合性が問題とされ、認められなかった
愛知万博を訪れる台湾人観光客の誘致拡大
入国査証免除
観光客に対する入国査証の取得を免除して
が、その後、台湾を念頭に「権限ある機
頂きたい。
関」を対象に追加する方向で検討が進めら
れているという報道があり、また、小泉首
相からも関係閣僚に台湾人観光客への査証
免除の検討指示がなされている。こうした
ことから、是非とも、報道にあった様な形
で速やかに入管法の改正手続きを進め、万
博期間中の査証免除の特例を講じて頂ける
ようお願いしたい。
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その他
（特記事項）

要望理由

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。

（資料）
新聞記事
（16年6月要望）
管理コード
z0600008

「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

法務省、外務 台湾人修学旅行生に対する入
z0600003
省
国査証の免除

z0600004

外務省

旅券事務の民間開放

該当法令等

制度の現状

出入国管理法及
び難民認定法第 修学旅行生について、査証申請
６条、外務省設 書の提出及び査証手続料を免
除
置法第４条第１
項１３号

旅券法第２１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）

旅券事務は都道府県に法定委
託されている

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

愛知万博期間中に台湾住民に
査証免除を実施する方向で、法
的整備を含めその具体的方法
につき検討中である

Ⅰ

１．都道府県における旅券事務は
都道府県知事が外務大臣から法定
受託しているものであり、旅券法
上、申請受理、交付等の事務は都
道府県知事が行うこととなっており
ます。
２．この趣旨は、都道府県知事は旅
券発給管理の根幹をなす国籍確
認、同一人性の確認、身元確認及
び住基ネットを利用した居住確認を
おこなって、特に国籍確認や住所確
認については形式審査のみなら
ず、疑義が生じた場合には実態調
査等を行うことも含まれているから
であり、権限のない民間委託ではこ
のような調査権限に限界があるから
です。
３．なお、公権力の行使に直接関わ
りのない一部の旅券事務（電話案
内、旅券作成、はがき郵送等）につ
いては、国民及び諸外国に対し政
府が責任をもって日本旅券の発給
管理という信頼性に影響を与えない
範囲であれば民間に開放は可能で
あると考えており、現に多くの旅券
事務所の窓口では、それぞれの
ニーズを勘案して手数料収入に見
合った或いはそれ以上の経費を負
担して事務所の開設・維持及び運
営等をおこなっており、さらには人
件費削減の点からは窓口における
嘱託職員の採用など民間活力を活
用することによって、申請時間の延
長や日曜交付等最大限努力して実
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その他

当室からの
再検討要請

既に、韓国人及び中国人の修学
旅行生については、査証が免除
されており、台湾人の修学旅行
生についても、速やかに入管法
の改正を行い、査証免除を実施
すべきである。なお、今回要望し
た台湾人修学旅行生について
は、愛知万博期間に限らず、恒
常的な対応とすべきである。

公権力の行使に関しては、公権
力の行使の権限をいかなる主体
に付与すべきかは立法政策上
の問題であり、必ずしも公務員
でなければならないというもので
はない。部分的な民間開放のみ
ならず、事務全般について行う
べきである。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

修学旅行生については、昨年９
月より手数料免除等の査証緩
和措置を既に実施しているとこ
ろである。現在、愛知万博期間
中に台湾住民に査証免除を実
施する方向で鋭意検討中であ
り、それ以降については、万博
期間中の状況を踏まえ、問題が
なければ、恒常的な査証免除を
検討していきたい。

Ⅰ

１．旅券は、発行国が所持人の国籍及
び身分を対外的に証明する公文書であ
る。現在の国際システムにおいては、旅
券の所持は他国を訪問する場合には不
可欠であり、また、日本国民は有効な旅
券がなければ出国できないこととなって
いる（出入国管理及び難民認定法第６０
条第１項）。渡航の自由は憲法上も認め
られた国民の基本的人権の内容を構成
するものである（憲法第２２条第２項）と
ころ、国としては、国民の円滑な渡航を
確保するために、日本国旅券の真正性
を守って国際的信頼を維持することが
重要であり、このために、各申請手続き
を責任ある行政機関の下で行うことが
旅券法において規定されている。
２．確かに公権力の行使に関しては、公
権力の行使の権限をいかなる主体に付
与すべきは立法政策上の問題であり、
必ずしも公務員でなければならないとい
うものではないことは承知している。し
かしながら、実務上の旅券事務におい
ては犯罪の捜査等犯則事件や国の安
全、外交上の秘密その他国の重大な利
益に関する事項と大きく関わっている旅
券発給拒否や渡航制限及び返納命令
があり、仮にこれらを含めた旅券事務全
般を民間開放した場合国際的信頼を維
持することが可能であるかとの懸念が
ある。現に昨今の国際テロ防止対策等
の観点からＧ８等国際的にも発給プロセ
スの厳格化が叫ばれており、かつ、偽
変造防止の観点からはＩＣ旅券の導入
が国際的に推進された次第である。

「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

z0600003

z0600004

制度の
所管官庁

項目

法務省、外務 台湾人修学旅行生に対する入国査証
の免除
省

外務省

旅券事務の民間開放

要望
管理番号

5052

5055

要望事項
管理番号

50520002

50550001

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

愛知県

個人

要望
事項番号

2

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

台湾人修学旅行生に対する入国査証の免除

台湾からの修学旅行生に対して入国査証を
台湾からの修学旅行生の誘致拡大
免除して頂きたい。

各都道府県の旅券事務所で実施されてい
る、旅券申請・発行に関する業務を民間開
旅券事務所(パスポートセンター)事業の民間 放することによって、民間の旅行事業者の
開放
営業所などで旅券の申請・交付・更新がで
きるようにする。
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具体的事業の
実施内容

その他
（特記事項）

要望理由

本県には、企業博物館、生産現場など産業
観光資源が多数存在する。産業観光は、学
習効果が大きいことから、修学旅行の旅行
先として国内外に積極的にＰＲしている。
海外については、韓国・中国・台湾を主要
な誘客対象としているが、台湾修学旅行生
のみが、現在、査証免除となっていない。
本年６月に同様の要望を行ったところ、台
湾は入管法第６条の「外国政府への通告」
との整合性が問題とされ認められなかった
が、その後、台湾を念頭に「権限ある機
関」を対象に追加する方向で検討が進めら
れているという報道もなされているので、
是非とも、報道にあった様な形で速やかに
入管法の改正手続きを進め、台湾人修学旅
行生に対する査証免除を行って頂くようお
願いしたい。また、できれば、愛知万博の
開幕までに免除措置がなされるようお願い
したい。

民間事業者が、旅券申請・発行業務を、旅
行業者の営業所等で行えるようにすること
によって、以下のような効果が期待でき
都道府県知事は、申請者に対して出頭を求
る。
めて旅券を交付するものとされているの
・申請者にとって利便性が高まる（営業時
で、本事業を実施するうえで改革が必要。
間の延長、土日祝日の営業など）。
・旅券交付、更新手数料の削減が期待でき
る。

（資料）
新聞記事
（16年6月要望）
管理コード
z0600009

「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

z0600004

z0600005

制度の
所管官庁

外務省

全省庁

項目

旅券事務の民間開放

該当法令等

旅券法第２１条
の３

制度の現状

旅券事務は都道府県に法定委 d及び
託されている
e

平成13年12月17
日付平成13・12・
14中庁第2号及
契約書に記載の債権譲渡の禁
国・地方自治体向け金銭債権の び平成16年3月
止条項に、必要に応じて債権譲
証券化等に係る債権譲渡禁止 経済産業省より
渡禁止特約のただし書きを設け
の「債権譲渡禁
特約の解除【新規】
ている。
止特約の解除範
囲拡大の御依
頼」

（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）
１．旅券は国がその所持人に国籍及び
身分を証明し、かつ、その者の円滑な
通行及び万一の場合の援助を要請する
公文書であることから、その発給には身
分の確認等をより厳格に行う趣旨から
法律で申請時及び交付時の２回出頭す
ることを求めております。（旅券法第３条
第１項及び同法第７条）
２．しかしながら、申請者の便宜をも考
慮し、申請時は申請者の指定した者に
よる申請書類の提出を認めており、申
請者の配偶者又は二親等内の親族（旅
券法第３条第４項）以外では、同法施行
規則第３条第４項で「申請者に代わって
提出することが適切でない者」と定めら
れたもの以外の者が、代理に提出でき
ることとなっております。なお、遠隔地、
離島対策については、各都道府県が出
張して受理・交付を行う等、申請者に便
宜を図っているものと承知しておりま
す。
３．さらに、旅券事務は、地方自治法第
２条第１０項により法定受託事務となっ
ており、都道府県の申請・交付窓口の
拡大については、都道府県が地域住民
の利便、行政効率、住民全体の公平性
等を勘案して判断していると承知してお
ります。因みに本年３月から岡山県にお
いては２４時間申請が可能なオンライン
申請を導入したところです。
４．他方、旅券事務を民間開放し受付窓
口を増やす、あるいは、区役所等最寄り
の地方自治体窓口でも手続きが可能な
ようにすることに関しましては、本年６月
に議員立法による市町村への再委託が
既に法制上決定されておりますところ、
今次全国規模の規制改革で検討する

主に中小企業者との契約におい
て、契約書の債権譲渡の禁止条
措置
項に、債権譲渡禁止特約を解除
済み
する旨のただし書きを設けてい
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

１．旅券は、発行国が所持人の国籍及
び身分を対外的に証明する公文書であ
る。現在の国際システムにおいては、旅
券の所持は他国を訪問する場合には不
可欠であり、また、日本国民は有効な旅
券がなければ出国できないこととなって
いる（出入国管理及び難民認定法第６０
条第１項）。渡航の自由は憲法上も認め
られた国民の基本的人権の内容を構成
するものである（憲法第２２条第２項）と
ころ、国としては、国民の円滑な渡航を
確保するために、日本国旅券の真正性
を守って国際的信頼を維持することが
重要であり、このために、各申請手続き
を責任ある行政機関の下で行うことが
旅券法において規定されている。
２．確かに公権力の行使に関しては、公
権力の行使の権限をいかなる主体に付
与すべきは立法政策上の問題であり、
必ずしも公務員でなければならないとい
うものではないことは承知している。し
かしながら、実務上の旅券事務におい
ては犯罪の捜査等犯則事件や国の安
全、外交上の秘密その他国の重大な利
益に関する事項と大きく関わっている旅
券発給拒否や渡航制限及び返納命令
があり、仮にこれらを含めた旅券事務全
般を民間開放した場合国際的信頼を維
持することが可能であるかとの懸念が
ある。現に昨今の国際テロ防止対策等
の観点からＧ８等国際的にも発給プロセ
スの厳格化が叫ばれており、かつ、偽
変造防止の観点からはＩＣ旅券の導入
が国際的に推進された次第である。

公権力の行使に関しては、公権
力の行使の権限をいかなる主体
に付与すべきかは立法政策上
の問題であり、必ずしも公務員 d及び
e
でなければならないというもので
はない。部分的な民間開放のみ
ならず、事務全般について行う
べきである。

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。

b

措置の概要
（対応策）

-

今後検討を進めた上で、早期に
結論を得ることを目指す予定。

「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

z0600004

z0600005

制度の
所管官庁

項目

外務省

旅券事務の民間開放

全省庁

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

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560253

50560144

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）

253

旅券申請・交付受付窓口の拡大【新規】

旅券の交付・申請に係る事務を民間開放
し受付窓口を増やす、あるいは、区役所等
最寄りの地方自治体窓口でも手続が可能な
ようにすべきである。

旅券の発給には厳格な本人確認が必要と
されており、申請者は申請時と受領時の計
旅券の交付・申請に係る事務は法定受託
２回、窓口に出向かなくてはならない。各
事務であることから、地方自治法の定めに
都道府県にある旅券の申請窓口は数が少な
より業務の全部を外部委託することはでき
く、利用者利便性が低い。（東京都4ヶ
ない。
所、神奈川県８ヶ所、千葉県11ヶ所、埼玉
県６ヶ所など）

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。
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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

z0600005

z0600006

制度の
所管官庁

全省庁

外務省

項目

該当法令等

制度の現状

平成13年12月17
日付平成13・12・
14中庁第2号及
契約書に記載の債権譲渡の禁
国・地方自治体向け金銭債権の び平成16年3月
止条項に、必要に応じて債権譲
証券化に関する債権譲渡禁止 経済産業省より
渡禁止特約のただし書きを設け
の「債権譲渡禁
特約の解除
ている。
止特約の解除範
囲拡大の御依
頼」

出入国管理法及
優良事業者認定制度の導入に び難民認定法第 査証申請に際し、申請人に対し
よる「研修」査証発給の簡素化・ ６条、外務省設 て、必要な書類の提出を求めて
いる
置法第４条第１
迅速化【新規】
項１３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

ｄ

Ｃ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

主に中小企業者との契約におい
て、契約書の債権譲渡の禁止条
措置
項に、債権譲渡禁止特約を解除
済み
する旨のただし書きを設けてい
る。

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。

これまでも査証発給手続の簡素
化、審査期間の短縮について
は、出入国管理等の観点を考慮
しつつ、できる限り実施してきて
いるところであり、今後とも各種
影響を総合的に考慮しながら、
引き続き前向きに検討していき
たい。

要望は、優良事業者に対する特
例措置を設けるべきとのことで
あり、これについて具体的に回
答いただきたい。なお、要望でも
指摘している通り、在留資格認
定証明書の交付については、平
成16年3月、法務省より「優良な
企業等からの在留資格認定証
明書交付申請に係る審査の迅
速化・簡素化について（通達）」
が導入されている。また、貴省に
おいても査証発給時に必要とさ
れる身元保証書等に関して一定
の企業に関しては簡素化してい
るところである。

Ⅳ

7/20

措置の 措置の
分類
内容

b

Ｃ

措置の概要
（対応策）

-

今後検討を進めた上で、早期に
結論を得ることを目指す予定。

Ⅳ

「研修」については在留資格認
定証明書が提示される場合に
は、迅速な査証発給を行ってい
るところであるが、今後も在留資
格認定証明書を提示する場合
にはより一層査証発給が迅速に
行えないか検討中である。

「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

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

z0600005

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

z0600006

外務省

優良事業者認定制度の導入による「研
修」査証発給の簡素化・迅速化【新規】

5056

50560232

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

社団法人リース事業協会

(社)日本経済団体連合会

要望
事項番号

34

232

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

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。

在外公館等における「研修」査証申請に
おいて、優良事業者（例えば、過去数年間
に渡り、不許可となったことがない企業又
は、東京証券取引所上場企業若しくはこれ
と同等の規模を有し、過去において査証関
優良事業者認定制度の導入による「研修」査 連事故が発生した事例がない企業等）を認
証発給の簡素化・迅速化【新規】
定する制度を設け、当該企業において「研
修」を行うことを目的として在留資格認定
証明書を取得し、当該事業者の現地法人
（合弁会社を含む）社員が、「研修」査証
を申請する場合には、特別に簡素かつ迅速
な発給手続きを行うこととすべきである。

企業の国際競争力を高めるため、進出国
への技術、知識、ノウハウの移転は必要不
可欠であり、企業によっては、例えば東南
アジア諸国に設置した現地法人を対世界市
場、地域市場向けの生産拠点として位置付
け、年に複数回、新製品等の生産を開始す
ることも少なくない。その際に、当該現地
法人の外国籍技術者を日本に招聘し、これ
ら新製品の生産に必要な技能を習得させる
べく研修を実施するケースが増えている。
また、一人の技術者が複数製品を担当した
り、更なる高度技術を習得するため年に複
数回研修を受ける必要がある場合がある。
さらに実施のタイミングは、顧客ニーズや
販売動向など市場環境に合わせて臨機応変
に決定される。そのため、研修予定が決定
した段階で在留資格認定証明書を取得し、
「研修」査証を申請することになるが、昨
年の当会要望に基き導入された在留資格認
定証明書の発給手続きの簡素化・迅速化措
置を活用したとしても、査証発給手続きが
遅延すれば、円滑な事業活動のための高度
人材の移動が実現できない。従って、在留
資格認定証明書と同趣旨の簡素化・迅速化
措置を講じるべきである。
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その他
（特記事項）

現地法人の外国籍社員を日本に招聘して
実施する企業単独型の研修を行うため、
「研修」査証申請をする場合、査証取得ま
でに長期間を要したり、ＡＳＥＡＮ諸国の
在外公館によっては、「研修」査証の再申
請については、帰国後１年以上経過しない
と申請できないと指導され、申請が受理さ
れないといった不透明な運用がなされるこ
とがある。

「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

z0600007

z0600008

制度の
所管官庁

外務省

外務省

項目

該当法令等

制度の現状

出入国管理法及
優良事業者認定制度の導入に び難民認定法第 査証申請に際し、申請人に対し
よる中国人等の「短期滞在」査 ６条、外務省設 て必要に応じた手続を求めてい
る
置法第４条第１
証発給の迅速化【新規】
項１３号

出入国管理法及
優良事業者認定制度の導入に び難民認定法第 査証申請に際し、申請人に対し
よる中国人の「短期滞在」査証 ６条、外務省設 て、必要な書類の提出を求めて
いる
置法第４条第１
発給の手続簡素化【新規】
項１３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

Ⅳ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

これまでも査証発給手続の簡素
化、審査期間の短縮について
は、出入国管理等の観点を考慮
しつつ、できる限り実施してきて
いるところであり、今後とも各種
影響を総合的に考慮しながら、
引き続き前向きに検討していき
たい。

対中ビジネスは、多くの日本企
業にとって最重点戦略の一つで
あり、厳しい競争を勝ち抜くため
には、高度人材の移動を含めス
ピード対応が不可欠となる。そ
のため、査証発給手続きの簡素
化・迅速化に引き続き、前向きに
検討いただくとともに、要望であ
る優良事業者に対する特例措
置について具体的に回答いただ
きたい。なお、要望でも指摘して
いる通り、在留資格認定証明書
の交付については、平成16年3
月、法務省より「優良な企業等
からの在留資格認定証明書交
付申請に係る審査の迅速化・簡
素化について（通達）」が導入さ
れている。また、貴省においても
査証発給時に必要とされる身元
保証書等に関して一定の企業に
関しては簡素化しているところで
ある。

これまでも査証発給手続の簡素
化、審査期間の短縮について
は、出入国管理等の観点を考慮
しつつ、できる限り実施してきて
いるところであり、今後とも各種
影響を総合的に考慮しながら、
引き続き前向きに検討していき
たい。

対中ビジネスは、多くの日本企
業にとって最重点戦略の一つで
あり、厳しい競争を勝ち抜くため
には、高度人材の移動を含めス
ピード対応が不可欠となる。そ
のため、査証発給手続きの簡素
化・迅速化に引き続き、前向きに
検討いただくとともに、要望であ
る優良事業者に対する特例措
置について具体的に回答いただ
きたい。なお、要望でも指摘して
いる通り、在留資格認定証明書
の交付については、平成16年3
月、法務省より「優良な企業等
からの在留資格認定証明書交
付申請に係る審査の迅速化・簡
素化について（通達）」が導入さ
れている。また、貴省においても
査証発給時に必要とされる身元
保証書等に関して一定の企業に
関しては簡素化しているところで
ある。
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措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

Ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

当省としても、不法就労や不法
滞在の防止等にも考慮しつつ
も、基本的には人的交流促進や
二国間関係の発展の観点から、
これまでできる限り短期滞在査
証の発給の迅速化をはかってき
ているところであり、現在、査証
発給手続きのなお一層の迅速
化が可能であるか検討している
ところである。

Ⅳ

当省としても、不法就労や不法
滞在の防止等にも考慮しつつ
も、基本的には人的交流促進や
二国間関係の発展の観点から、
これまでできる限り短期滞在査
証の発給の簡素化をはかってき
ているところであり、現在、査証
発給手続きのなお一層の簡素
化が可能であるか検討している
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

z0600007

z0600008

制度の
所管官庁

外務省

外務省

項目

優良事業者認定制度の導入による中国
人等の「短期滞在」査証発給の迅速化
【新規】

優良事業者認定制度の導入による中国
人の「短期滞在」査証発給の手続簡素
化【新規】

要望
管理番号

5056

5056

要望事項
管理番号

50560233

50560234

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

要望理由

その他
（特記事項）

233

在中国日本大使館等における短期商用目
的での「短期滞在」査証申請において、優
良事業者（例えば、過去数年間に渡り、不
許可となったことがない企業又は、東京証
券取引所上場企業若しくはこれと同等の規
模を有し、過去に査証関連事故が発生した
事例がない企業等）を認定する制度を設
け、当該事業者が「身元保証書」等を発出
し、当該事業者の在外中国現地法人（合弁
会社を含む）等に所属する中国籍社員等
優良事業者認定制度の導入による中国人等
が、商用目的で「短期滞在」査証を申請す
の「短期滞在」査証発給の迅速化【新規】
る場合には、迅速な発給手続きを行うこと
とすべきである。
例えば、査証申請から発給までに要する
日数を２〜３日程度に短縮し、渡航予定日
までに５日のワーキングデーが確保されて
いない場合も申請を受け付けるものとす
る。また、ＡＳＥＡＮ諸国においても同様
の趣旨の制度を設け、優良事業者に対して
は迅速な発給手続を行うこととすべきであ
る。

わが国企業の現地法人に所属する中国籍
社員が、短期商用目的で「短期滞在」査証
を申請する際、申請日の翌日から渡航予定
日までにワーキングデー（土日、休館日を
除く）が5日間確保されない場合は申請が
受理されず、また、ＡＳＥＡＮ諸国にある
わが国の在外公館によっては「短期滞在」
査証発給までに10日間程度を要することか
ら、日々変化する事業環境に基く急な出張
ニーズなどに対応できず、円滑な事業活動
のための高度人材の移動が実現できない。
なお、法務省の在留資格認定証明書の発
給手続きに関しては、昨年度の当会要望に
基き、優良事業者に対する迅速化措置が講
じられている。

中国にあるわが国在外公館において、中
国籍社員が、短期商用目的で「短期滞在」
査証を申請する場合、申請日の翌日から渡
航予定日までにワーキングデー（土日、休
館日を除く）が5日間確保されない場合
は、申請が受理されない。また、ＡＳＥＡ
Ｎ諸国にある在外公館でも、「短期滞在」
査証の発給までに10日間程度を要する場合
がある。

234

在上海、広州、瀋陽総領事館等における
短期商用目的での「短期滞在」査証申請に
おいて、北京の日本大使館と同様に戸口簿
の添付を不要とすべきである。あるいは、
優良事業者（例えば、過去数年間に渡り不
許可となったことがない企業又は、東京証
券取引所上場企業若しくはこれと同等の規
模を有し、過去において査証関連事故が発
生した事例がない企業）を認定する制度を
設け、当該事業者が「身元保証書」等を発
優良事業者認定制度の導入による中国人の 出し、当該事業者の在中国現地法人（合弁
「短期滞在」査証発給の手続簡素化【新規】 会社を含む）に所属する中国籍社員が、商
用目的で「短期滞在」査証を申請する場合
には、特別に発給手続きの簡素化を行うこ
ととすべきである。
具体的には、戸口簿における職業欄と現
在の職業が異なる場合であっても、当該事
業者が発出する身元保証書と、当該事業者
の在中国現地法人（合弁会社を含む）が発
出する在職証明書等をもって、本人の職業
を証明するものとし、申請を受け付け審査
することとすべきである。

中国籍社員が、在上海、広州、瀋陽総領
事館において短期商用目的で「短期滞在」
査証を申請する場合、提出を求められてい
る戸口簿には、職業を記載する欄（服務処
所）がある。中国においては、転職などに
よる職業変更の届けは、とりわけ本籍地と
勤務地が異なる場合、その煩雑さから行わ
れないことも少なくない。また、旧国有企
業に勤務している場合は、社名のほか役
職、党籍、資格なども併せて記載される
が、旧国有企業から日系を含む外資系企業
に転職した際、社名のみの記載となるた
め、中国籍社員が党籍などを戸口簿に残し
たい場合には、積極的に変更届けが行われ
ていない。そのため、戸口簿上の職業欄と
現在の職業が異なることがあり、たとえ身
元保証書や在職証明書等で現在の職業を証
明することができても拒否処分されてしま
い、渡航を断念せざるを得ないケースがあ
り、円滑な事業活動のための高度人材の移
動が実現できない。

中国にある在外公館（在上海、広州、瀋
陽総領事館等）において、中国籍社員が、
短期商用目的で「短期滞在」査証を申請す
る場合、戸口簿（戸籍簿）写しを添付書類
として提出することが求められており、そ
の職業欄まで細部に渡る審査が行われ、申
請が不許可になることがある。なお、北京
の日本大使館領事部において、同様の申請
をする際には、戸口簿写しの添付は求めら
れていない。
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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

制度の
所管官庁

項目

該当法令等

租税特別措置法
第８６条第１項、
租税特別措置法
施行令第４５条
の４第１項、外国
財務省、外務 消費税免税指定店舗申請の簡 公館等に対する
z0600009
課税資産の譲渡
省
素化【新規】
等に係る消費税
の免除の取扱い
について（法令解
釈通達）３、４（財
務省所管）

z0600010

全省庁

会計関係法令に
規定されている
以外に、クレジッ
クレジットカード決済による支払
トカード決済によ
業務
る支払いを規制
する規則や運用
は無い。

（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）

制度の現状

財務省所管の法体系の下、本
制度の申請窓口となっている外
務省宛申請がなされ、外務省は
右申請を財務省（国税庁）宛に
発出し、財務省から各所轄税務
署に対し指定通知がなされる。

クレジットカードによる決済は
行っていない。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ（現
行制
度で対
応可
能）

Ｃ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅳ（訓
令又
は通
既に会社全体としての申請が実
達の
質的に確保され、手続きが簡素
手当て
化されている。
を必要
とする
もの）

要望は、申請は本社が代表して
一括で行い、別紙②対象店舗を
記載するという方法は従来どお
りとしつつも、①別紙記載の店
舗毎に必要とされる押印（支店
長印、責任者印等）を不要とす
ること、②申請日を取引開始前
若しくは事後申請としていただき
たい、③WEB等を活用しリアルタ
イム申請を可能とすること、であ
る。これら要望を踏まえ、再度検
討し、示されたい。

公金の適正管理、紛失の危険、
一部諸外国での利用の限界等
により、一律的な導入は困難。

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。
この点を踏まえ、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。
「人事院、総務省、法務省等は
クレジットｶｰﾄﾞ決済による支払業
務について、導入検討頂けるの
に対して、御省で検討頂けない
理由についてご意見頂きたい。
また現行一部の省では実現でき
ていることを踏まえれば、公金
の適正管理、紛失の危険一部
諸外国での利用の限界の問題
があることをもって直ちに導入困
難とするのは合理的ではない。
一律的な導入でなくても、できる
ところから措置していくことを求
める。支払手段の多様化・柔軟
化は効率的な事務運営に資す
るものと考える。」

Ⅳ
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①、③
ｄ（現
行制
度で対
応可
能）、
②ｃ
（全国
規模で
対応
不可）

①代表者が各店舗の責任者も
兼ねる場合などは、当該代表者
等の押印のみで手続が可能で
あり、各店舗の支店長等の押印
を必須とはしていない。
②承認にあたっては、その店舗
が外国公館等の利便に資するも
のであるか、申請者が課税事業
者であるか、などを事前に確認
する必要があることから事後申
請は認められない。
③当該申請については、既に、
国税電子申告・納税システム（ｅ
-Tax）により電子申請を受け付
けている。

d

コーポレート・カードによる決済
を行った場合、会計機関として、
個々の具体的な支払について
事前に適否を判断し、予算執行
管理を行うことが困難となる等
の問題がある。
また、他省庁と異なり、当省に
おいては、在外公館に資金管理
に責任を有する出納官吏を設置
しており、クレジットカードを利用
することなく、各任地国において
適切な支払いを行うことが可能
である。紛失の危険、一部諸外
国での利用の限界等を踏まえれ
ば、各在外公館が直接現地業
者等に対して支払いを行うこと
が会計事務の安定性、透明性
に資する。

ー

「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

z0600009

z0600010

制度の
所管官庁

項目

財務省、外務 消費税免税指定店舗申請の簡素化【新
規】
省

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

5056

5095

要望事項
管理番号

50560270

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

(社)日本経済団体連合会

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

270

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

消費税免税指定店舗申請の簡素化【新規】

要望理由

その他
（特記事項）

本年６月の規制改革集中受付月間におい
て財務省は、同一の事業者が複数の店舗の
申請を行う場合には、一枚の申請書に指定
を受けようとする店舗を列記等することに
より一括で指定を行い、手続面の簡素化に
配慮していると回答している。
その一方、外務省の回答では、現在の手続 外国公館等との免税取引を行うにあた
により確保できている各国公館が求める各 り、事業者は店舗ごとに「外国公館等に対
指定店舗のカテゴリー、名称、住所と連絡 する消費税免税指定店舗申請書」を外務省
先の情報が会社全体として認定を受けた後 に提出し、認定を受けなければならない。
に当該会社の店舗を別途届出ることでも確
保され、かつ、それが手続の簡素化になる
のであれば、申請手続上、問題がないとい
う見解が示されている。財務省としても外
務省の見解を踏まえ、再度、手続の簡素化
に向けた検討を行うべきである。

店舗ごとの申請ではなく、会社全体とし
て申請ができるよう手続面の見直しを図る
べきである。

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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具体的事業の
実施内容

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。

「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

z0600011

z0600012

制度の
所管官庁

外務省

外務省

項目

該当法令等

制度の現状

氏名の非ヘボン式ローマ字表記
については、渡航の便宜のため
に特にその必要性が認められる
氏名に関する人権侵害を防ぐ必
旅券法施行規則
場合には、出生証明書等外国
要にかんがみ非ヘボン式欧文
第５条及び処理
政府機関が発行した書類の提
表記のみを旅券に記載する特
基準
示によって綴りを確認の上、非
例制度
ヘボン式ローマ字表記等申出書
をもって認めている。

出入国管理法及
び難民認定法第 査証申請に際し、申請人に対し
外国人旅行者に対する査証手
６条、外務省設 て、必要な書類の提出を求めて
続きの緩和
いる
置法第４条第１
項１３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

ｂ

Ⅳ

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

１．旅券の発給並びにその後の管
理を迅速かつ正確に行うためには、
一定のルールを設ける必要があり
ます。仮にルールを設けることなく、
個人の希望にそって旅券氏名の表
記を行うこととなれば、発給後の管
理等に混乱を及ぼすことになりませ
ん。特に、旅券氏名の表記を変更
する場合には、国内の出入国管理
のみならず諸外国の出入国管理に
与える影響も大きく、軽々しく認めら
れるべきではないと考えておりま
す。
２．他方、時代の流れの中で旅券氏
名欄に外国語の氏名表記導入を希
望するものが増えていることも事実
であり、種々検討を行っているところ
です。
３．かかる状況にあって、平成１８年
度以降を目処として現行処理基準
の非ヘボン式表記における①両親
の一方が外国人で外国式の名を名
乗る者、②外国人と婚姻し配偶者
の姓を名乗る者、③帰化した者及び
帰化した者との間に血縁関係（婚
姻、親子関係）がある者、との条件
を廃止し、今後は、外国式の姓名が
戸籍に記載されている者を対象し、
当該綴りの確認のため、外国政府
機関が発行した書類が提示できる
ものと変更することで検討中です。

これまでも査証免除、発給手続
の簡素化、審査期間の短縮につ
いては、出入国管理等の観点を
考慮しつつ、できる限り実施して
きているところであり、今後とも
各種影響を総合的に考慮しなが
ら、引き続き前向きに検討してい
きたい。

13/20

その他

当室からの
再検討要請

要望は、氏名に関する国民の基本的人権がとりわけそのヘ
ボン式ローマ字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、旅券にその個人の「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。貴省の回答では、現行制度を変更す
る方向で検討中とのことであるが、要望の趣旨等を踏まえ、
再度検討し、要望が可能となるかどうかを含め示されたい。
一次回答は現状より改善を検討中とのことであるが、その基
準として日本国民の氏名の人権を尊重することを明示してい
ない点が象徴する欠陥が残る。回答中「1」において「基準を
定めず当人の希望のままに記載すれば混乱を招く」としてい
るが、本要請は、日本国の氏名行政、とりわけ欧文表記に
不可避にかかわる旅券担当部局が運用するに足る基準の
試案を提供している。また、回答中「3」は、本要請が「出生上
の地位・身分による差別」として違法性を指摘した取扱の解
消を検討する旨表明している点で、評価できるが、二点、一
流先進国としてその主権者たる国民に対する処遇としては
不適切な問題を残す。ひとつは、該当者には非ヘボン式表
記のみを旅券面に記載するという正しい行政措置の条件と
して「外国政府発行の書類等によりそのつづりを確認できる
こと」を条件としていることである。自我を確立した国民本人
(未成年者の場合は親権者)による宣誓手続きを否定し、外
国政府による事務に根拠を限定することは、「氏名の人権」
を行政の根本として認知するという、一流国としての責務か
ら逃避するものであり、不幸にして外国政府による記載書面
を所持しない該当国民の権利を否定し続けることになる。も
う一点は、対象を「外国式の名」に限定していることである。
要望主体者は1972年ごろ国立大学教授でいらした能博士よ
り、「Dr. Noでは007の悪役だから、Nohと記載するよう求めた
が、断られた。公用旅券なので、役所と争っても、と自分に言
い聞かせて、諦めた。サインはもちろん、Nohとしか書かない
が...」と、悔しそうに打ち明けられたことを忘れ得ない。「外国
式の名」のみならず、「姓」も対象とし、人権上の配慮を必要
とする国民に広く応える制度改善として、本要請の速やかな
実現を求める。IC chip内蔵の旅券導入により、管理上の問
題はもはや、不可の理由とはなり得ない。

観光産業振興の観点から、更な
る発給手続の簡素化、査証免除
等を早急に実施するよう要請す
る。なお、「今後とも各種影響を
総合的に考慮しながら、引き続
き前向きに検討していきたい」と
のことであるが、その具体的な
検討状況等について示された
い。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

１．現在、旅券面に記載する氏名は、旅券法施行規則第５条
第１項によりヘボン式ローマ字表記によることとしている。昭
和４０年の旅券作成機械化以後、昭和４６年に旅券には戸
籍上の氏名、即ち国字による氏名は表記していない。国字
の旅券面へ記載を行わないこととしたのは、漢字の氏は一
説には約３０万もの種類があるといわれており、戸籍上の漢
字には異字、俗字も数多いため、漢字を印字することに問題
が多いためである。また、旅券のデータ管理の面からは、登
録・保存・検索が容易な氏名の表記方法を採る必要があり、
現在は原則ヘボン式ローマ字によるデータ登録システムを
構築している。更に、漢字に音訓や慣用読みなどがあること
により、氏名の表音は一定でないため、施行規則第５条第１
項にて戸籍上の氏名について国字の音訓及び慣用による
表音を、ヘボン式ローマ字にて表記する旨定めているもので
ある。氏名は、出生届が受理され、戸籍に記載された時点か
ら公証される。氏名の表音は戸籍には記載されないが、出
生届書に記載された読み方が氏名の表音として確定された
ものと解し、例えば戸籍上の氏名が「外務譲治」である者に
ついては、出生届の読み方欄に記入した「がいむ じょうじ」
を、ヘボン式ローマ字の「ＧＡＩＭＵ ＪＯＪＩ」として旅券面に記
載している。戸籍上の氏名は日本語であるため、通常は日
本語の表音をそのまま近似音のアルファベットに置き換えヘ
ボン式ローマ字で旅券に記載している次第であるが、本来
の氏名は日本語ではないとして外国式の表音である「ＧＡＩＭ
Ｕ ＧＥＯＲＧＥ」を旅券面に記載したいと希望する者に対して
は、外国式表音を旅券面氏名に表記しなければ社会生活上
支障があると認められる場合、その綴りの確認のため外国
政府機関が発行した外国式氏名の綴りが確認できる書類等
を求めている。外国政府発行の書類を求める理由は、第１に
旅券が名義人の日本国籍及び身分事項（氏名、生年月日、
性別、本籍）を証明する公文書であるという性格上、氏名表
記について確認を行う必要があるからである。 第２に申請
者が外国で出生したなどの理由により海外において当該表
音で認定され得る事実を確認するために求めているので
あって、外国政府による事務に根拠を求めているものではな
い。
２．なお、貴再検討依頼では欧文表記と「ＯＨ」による長音表
記とが混同されているが、長音符号に代わる「Ｈ」の表記は、
ICAOの規定により旅券面には長音符号を用いることができ
ないための便宜的措置であって、今回の非ヘボン式ローマ字
３．一方、来年度中に導入予定のIC旅券は、旅券面の写真及

Ⅳ

これまで観光産業振興等の観
点から、短期滞在査証の免除や
査証発給手続きの簡素化・迅速
化を行ってきているところであ
る。具体的には、平成１４年には
スロバキア一般旅券所持者に対
して、また、平成１５年には香港
SAR旅券、英国BNO旅券（香港
居住権者）への短期滞在査証免
除を実施した。さらに、今後、ブ
ルガリア一般旅券所持者に対す
る短期滞在査証免除を実施する
予定であり、また、本年実施され
る万博期間においては韓国人に
対する査証免除を実施する予定
である。これら以外にも今後と
も、さらなる簡素化・迅速化が可
能であるか検討していきたい。

「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

z0600011

z0600012

制度の
所管官庁

外務省

外務省

項目

氏名に関する人権侵害を防ぐ必要にか
んがみ非ヘボン式欧文表記のみを旅券
に記載する特例制度

外国人旅行者に対する査証手続きの緩
和

要望
管理番号

5099

5117

要望事項
管理番号

50990005

51170014

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

東京都

要望
事項番号

5

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

氏名に関する国民の基本的人権がとりわけ
そのヘボン式ローマ字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、旅券にその個人の「氏名の
欧文表記」としては当人の定める表記のみ
を記載する。記載後の変更には家裁による
手続きを要件とする。1. ヘボン式等ロー
氏名に関する人権侵害を防ぐ必要にかんが
マ字諸派の流儀により「当人が忌避する不
み非ヘボン式欧文表記のみを旅券に記載す
正確な呼称」や「性別錯誤など氏名として
る特例制度
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「戸籍に記載された和文氏名表記の呼
称」と一致又は最近似する場合にこれを認
めるものとする。片親が外国出身である者
のみに認めている同様の特例制度を両親と
も日本人の者に広げ、出生上の差別を解消
する。

外国人旅行者に対する査証手続きの緩和
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外国人旅行者の拡大を図るため、一定の要
件の下での観光目的で来訪する旅行者に対
する査証の免除、査証申請の際の提出書類
の簡素化や発給日数の短縮化など査証発給
手続き等を一層推進すること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

国内でもたとえばアメリカ大使館での税務
手続きなどに旅券は必要となる。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. Internetによ
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。

現行制度は片親が外国出身の者と差別し
て、非ヘボン式表記を括弧書きの通称扱い
でずらして表示し、戸籍にもない、不正確
な呼称と性別錯誤などを生むヘボン式表記
を氏名として記載するため、違法である。
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、(右欄へ
続く)

本要望は前諸項「内閣告示第一号の改正」
および戸籍、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。

・訪日外国人数は、日本人海外旅行者数の
３分の１に過ぎず、国際旅行収支は大幅な
赤字になっている。
・都は「観光産業振興プラン」を策定し、
外国人旅行者を倍増する目標を掲げてい
る。
・しかし、現在の外国人に対する訪日査証
制度が、海外からの旅行者増大にとって障
害になっている。

「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

z0600013

z0600014

制度の
所管官庁

外務省（厚生
労働省）

項目

年金制度の見直し①

該当法令等

該当法令なし

法務省、外務 入国、在留資格に関する規制、
省
手続の緩和

（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）

−

制度の現状

二国間社会保障協定の締結に
より、制度への加入が強制的で
あり、かつ、本人の保険料拠出
が必要とされる公的年金制度等
社会保険制度のうち主たるもの
を対象として、二国間法令の二
重適用の回避及び保険期間の
通算を図る。

−

措置の 措置の
分類
内容

該当
番号な
し。
注：現
在、Ｅ
Ｕ加盟
国のう
ち２カ
国
（独、
英）と
社会
保障
協定を
締結、
２カ国
（ベル
ギー、
仏）と
社会
保障
協定
締結
交渉に
つき実
質合
意にい
たって
いる。

措置の概要
（対応策）

その他

Ⅰ：法
律上
の手
当を必
要とす
るも
の。
注：日
独社
会保
障協
定実
施特
例法
（平成
１２年
２月協
定発
効）
日英
社会
保障
協定
実施
特例
法（平
成１３
年２月
協定
発効）
日・ベ

平成１６年度日・ＥＵ規制改革対
話東京会合において、我が国と
しても、今後、ＥＵ各加盟国との
人的交流の状況や社会保障協
定の必要性に照らし、優先度の
高い国について、順次社会保障
協定締結交渉に向けた情報交
換を進めていく用意がある旨を
ＥＵ側に通報した。

-

-

２００４年１１月に開催された平
成１６年度日・ＥＵ規制改革対話
東京会合で我が国の回答として
概要次の通り伝達した。
（在留資格認定証明書の交付等
においては、過去に不許可に
なった事例がない等優良企業で
あれば、２週間程度での審査が
終了している。今後とも、対日投
資促進のため、入国・在留諸申
請の迅速化に努めてまいりた
い）
注：法務省回答と同じ

-
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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

z0600013

制度の
所管官庁

項目

外務省（厚生労
年金制度の見直し①
働省）

要望
管理番号

5120

要望事項
管理番号

51200008

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

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

1. 年金について、EUは、日本政府に対し
て以下を奨励する。
①すべてのEU加盟国との間で、二国間社会
保障協定を早急に締結すること。

年金制度の見直し

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）
1.3人的資源
による。

入国、在留資格に関する規制、手続の
z0600014 法務省、外務省 緩和

5120

51200009

11

欧州委員会（ＥＵ）

9

入国、在留資格に関する規制、手続の緩和

2. 入国と在留資格に関する規則と手続き
の緩和を検討すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2004年10月28日 駐日欧州委員会代表
部）
1.3人的資源
による。

（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

制度の
所管官庁

①②国土交通
省、③総務
省、財務省、
z0600015 国土交通省、
④総務省、財
務省、e環境
省、f外務省

項目

政府調達の透明化の推進

該当法令等

「政府調達に関
するアクションプ
ログラム」
「物品に係る政
府調達手続につ
いて(運用指針)」

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

外務省は、会計年度の当初又
は年度の可能な限り早い時期に
おいて、または各省庁(当該省
庁の監督の下にある政府関係
の法人を含む。)は、更に詳細な
情報を供給者に提供する機会を
設ける必要がある場合におい
て、関心のある内外の供給者を
対象として政府調達に関するセ
ミナーを開催し、以下の内容を
ｄ・ｅ
説明する。
１．80万SDR以上の調達額が見
込まれる調達計画について、
(イ)調達機関及びその住所、(ロ)
調達の内容、(ハ)入札公告(公
示)の予定時期。
２．多くの供給者が関心を有す
ると想定される調達関連情報。
３．資格審査手続きの概要その
他競争参加に必要な資格等。

電波法
電気通信事業法

電気通信機器の相互承認として
は、現在、欧州共同体（EC）及び
総務省、外務
z0600016
電気通信：通信機器の貿易促進 ただし、協定を締
シンガポールとの間で協定を実
省
結した場合その
施中である。
実施に関連する
国内法として。

（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）

b

-

措置の概要
（対応策）

その他

１．外務省では、毎年４月に政府調達セ
ミナーを開催し、内外の供給者を対象と
して、我が国の政府調達関連施策の現
状について説明するとともに、各省庁
（各省庁所管法人を含む）における当該
調達年度の予定調達案件（物品・サー
ビス）について資料を取りまとめ、同資
料に沿って、各省庁担当者より説明を
行っている。
２．同セミナーを開催するにあたっては、
在京大使館、国内各国商工会議所等に
案内状を送付しているほか、官報にも
日・英で開催日、参加申込窓口を公示
し、より多くの外国関係者の参加が得ら
れるよう広報に努めている。
３．また、同セミナーで使用する資料
は、特に調達案件に関する資料を中心
として可能な限り英語を併記し、参加者
全員に配布しているほか、会場には、同
時通訳を入れるなど、外国関係者の利
便に最大限配慮している。また、各省庁
の説明毎に質疑応答の機会を設け、個
別の質問に応じることとしている。
４．外務省としては、現在のところ、政府
調達セミナーで使用した資料をウェブサ
イトに掲載することは予定していない。
他方、各国からの参加者が、その所属
する団体の責任において、pdf形式など
のかたちでウェブサイトに掲載したいと
いうことであれば、事前に御相談頂けれ
ば妨げるものではない。
５．公共工事については、「公共事業の
入札・契約手続の改善に関する行動計
画」及び「公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律」に基づき、
毎年度、当該年度の公共工事の発注の
見通しについて公表している

-

Ⅰ
ただ
し、協
定を締
結した 引き続き日米間で協定の締結
際の の可能性を追求する。
国内
実施
法とし
て。
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本件は政府間交渉に係る
ものであり、措置の実施時
期は日本政府のみで検討・
決定できるものではない。

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
z0600015 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

z0600016 総務省、外務省 電気通信：通信機器の貿易促進

要望
管理番号

5120

5122

要望事項
管理番号

51200010

51220016

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）

米国

要望
事項番号

10

16

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

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。

電気通信：通信機器の貿易促進
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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。

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。

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

○日米規制改革
及び競争政策イ
ニシアティブ
該当法令＝な
し。
「成長のための
日米経済パート
ナーシップ」
（2001年6月30日
の小泉総理と
ブッシュ大統領と
の会談で立ち上
げ）の下にある６
つの対話の一
つ。
知的財産権保護の強化：知的財
内閣官房（知
産権保護の強化に向けた日米
z0600017
財）、外務省
○知的財産推進
の連携
計画２００４
該当法令＝知的
財産基本法
欧米との連携を
強化する
2004年度から、
侵害発生国・地
域への働きかけ
を有効に行うた
め、首脳間、閣
僚間をはじめと
する日米、日・EU
間の定期協議や
個別協議などを

z0600018

外務省

APEC透明性基準

（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）

該当無し

制度の現状

○日米規制改革及び競争政策
イニシアティブ
12月7,8日に第一回情報技術作
業部会（課長級）が行われ、海
賊版対策について意見を交換。
なお、作業部会は年２回実施さ
れる予定であり、日米次官級に
よる協議を経て、年１回日米両
首脳に報告書を提出。

措置の 措置の
分類
内容

その他

b

○日米規制改革及び競争政策
不明。 イニシアティブ
日米で 当面（次回の首脳への報告書提
合意 出まで）、日米で具体的な協力
する協 方法を議論する。
力形
態次 ○その他知財協力の枠組みに
第。 ついて米国当局と検討を進め
る。

本件は政府間協力に係る
ものであり、措置の実施時
期・形態は日本政府のみで
検討・決定できるものでは
ない。

b

ＡＰＥＣ透明性基準の完全実施
を通じた貿易・投資分野におけ
る透明性向上は、ＡＰＥＣ各メン
バーの政策予見性を高める上で
も、またこれらの分野での自由
不明。
化・円滑化を促進する上でも重
米国と
要であり、ビジネス界からの期
の協
待も大きい。ＡＰＥＣにおける米
力の
国のイニシアティブを高く評価す
形態に
る。我が国としても、個別行動計
よる。
画（ＩＡＰ）を活用した、ＡＰＥＣ透
明性基準の実施状況の把握
等、ＡＰＥＣにおける透明性向上
の取組みについて米国と協力し
ていきたい。

-

○アジアにおける知的財産権の
エンフォースメントに関する事務
レベルの日米情報交換会合を
開催（２００４年１１月）

APEC首脳たちは貿易・投資の
分野にわたり一連の透明性基
準に合意した。

措置の概要
（対応策）

19/20

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

z0600017

z0600018

制度の
所管官庁

項目

内閣官房（知 知的財産権保護の強化：知的財産権保
財）、外務省 護の強化に向けた日米の連携

外務省

APEC透明性基準

要望
管理番号

5122

5122

要望事項
管理番号

51220028

51220121

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

28

世界、特に、アジアにおける知的財産権の
知的財産権保護の強化：知的財産権保護の
一層の保護を促すため、二国間、地域内、
強化に向けた日米の連携
多国間協議の場において米国と連携する。

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。

121

APEC首脳たちは貿易・投資の分野にわたり
一連の透明性基準に合意した。米国は日本
と協調してこれらの基準の設立に取り組ん
できた。よって米国と日本は、アジア太平
洋地域諸国の法体制におけるAPEC透明性基
準の完全実施に向け協力していくべきであ
る。

APEC首脳たちは貿易・投資の分野にわたり
一連の透明性基準に合意した。米国は日本
と協調してこれらの基準の設立に取り組ん
できた。よって米国と日本は、アジア太平
洋地域諸国の法体制におけるAPEC透明性基
準の完全実施に向け協力していくべきであ
る。

APEC透明性基準

20/20

その他
（特記事項）

