全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

発注者から直接建設工事を請け負った
建設業者が、監理技術者等を工事現場
に専任で設置すべき期間は契約工期
が基本となるが、橋梁、ポンプ、ゲート、
監理技術者制度運
エレベーター等の工場製作を含む工事
用マニュアル（平成１
であって、工場製作のみが行われてい d
６年国総建第３１８
る期間等については、工場現場への専
号）三（２）
任は要しない。ただし、発注者と建設業
者の間で当該期間が設計図書もしくは
打ち合わせ記録等の書面により明確と
なっていることが必要。

全ての工場製作物について網羅的に
記載して通知することは不可能である
ため、『監理技術者制度運用マニュア
ル』では代表的なものについて例示表
記をしているところである。昨年度回答
した通り電気通信工事における工場製
作についても含まれることは明らかであ
る。

発注者から直接建設工事を請け負った
建設業者が、監理技術者等を工事現場
に専任で設置すべき期間は契約工期
が基本となるが、橋梁、ポンプ、ゲート、
監理技術者制度運
エレベーター等の工場製作を含む工事
用マニュアル（平成１
であって、工場製作のみが行われてい d
６年国総建第３１８
る期間等については、工場現場への専
号）三（２）
任は要しない。ただし、発注者と建設業
者の間で当該期間が設計図書もしくは
打ち合わせ記録等の書面により明確と
なっていることが必要。

全ての工場製作物について網羅的に
記載して通知することは不可能である
ため、『監理技術者制度運用マニュア
ル』では代表的なものについて例示表
記をしているところである。昨年度回答
した通り電気通信工事における工場製
作についても含まれることは明らかであ
る。

許可の基準として、建設業の許可を受
けようとする者が法人である場合には
常勤の役員のうち一人が、また、個人
である場合には本人又はその支配人
のうち一人が、次のいずれかに該当す
c
ることが必要である旨規定している。
①許可を受けようとする建設業に関し５
年以上の経営業務の管理責任者として
の経験を有していること
②国土交通大臣が①に掲げるものと同
等以上の能力を有する者と認定した者

建設業の経営は、他の産業の経営とは
著しく異なった特徴を有しており、適正
な建設業の経営を行うことを期待する
ためには、建設業の経営業務について
の経験を少なくとも５年以上有するもの
が最低一人はいることが必要であると
判断され、この要件が定められたもの
である。
また、経営業務の管理責任者に関す
る実務経験要件は、昭和４６年に許可
制度が導入された際、諸外国の事例や
関係者の意見を踏まえ５年とされたも
のであり、５年間という期間が建設業に
おいて工事の契約から引渡し、補修ま
での一通りの業務を経験するため必要
十分な期間であることを踏まえれば、既
に建設業の許可を受けている場合で
あってもこれを短縮する必要はない。

建設業法第７条第１
号
建設業法第７条第１
号イに掲げる者と同
等以上の能力を有す
る者を定める件（昭
和47年建設省告示
第351号）

その他

管理コード

ｚA160001

ｚA160001

ｚA160002

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

配置技術者の工事現場への専任を
要しない期間を認める工事種類の
追加

配置技術者の工事現場への専任を
要しない期間を認める工事種類の
追加

建設業「経営管理者」資格要件の
緩和

要望
管理番
号

5023

5027

5023

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5023A001

5027A001

5023A002

1/41

1

1

1

要望主体名

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

社団法人 電子情報技術産
業協会

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

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

1

『監理技術者制度運用マニュアル』三
（２）③『橋梁、ポンプ、ゲート、エレベー
配置技術者の工事現場への専任を タ等の工場製作を含む工事であって、
要しない期間を認める工事種類の 工場製作のみが行われている期間』
追加
の、専任を要しない期間を認める工事
の具体例として、電気通信関連機器を
追加戴きたい。

前年度の回答で、電気通信工事にお
ける工場製作期間が、『専任を要しな
い期間を認める事例に該当することは
明らかである』との回答を得ているが、
電気通信工事は他の建設工事に比較
しても、工場製作期間が占める割合の
多い建設工事であるため、『監理技術
者制度運用マニュアル』に記載する実
例として加えていただきたい。

1

『監理技術者制度運用マニュアル』三
（２）③『橋梁、ポンプ、ゲート、エレベー
配置技術者の工事現場への専任を タ等の工場製作を含む工事であって、
要しない期間を認める工事種類の 工場製作のみが行われている期間』
追加
の、専任を要しない期間を認める工事
の具体例として、電気通信関連機器を
追加戴きたい。

前年度の回答で、電気通信工事にお
ける工場製作期間が、『専任を要しな
い期間を認める事例に該当することは
明らかである』との回答を得ているが、
電気通信工事は他の建設工事に比較
しても、工場製作期間が占める割合の
多い建設工事であるため、『監理技術
者制度運用マニュアル』に記載する実
例として加えていただきたい。

既に建設業の許可を受けている法人
又は個人がその免許を更新する場合
においては、①許可を受けている建設
業に関しては3年、他の建設業に関し
ては5年以上の経営業務管理責任者
経験②同種の建設業の5年以上の経
営管理者に準ずる地位にあって経営
業務を補佐した経験を有するもの。と
緩和いただきたい。

1.昨今、上場企業はいわゆる「執行役
員」制を採るケースが多く、従前と比べ
役員の数も少なく且つ社外を含めた非
常勤役員がその過半数を占ている。
又、その任期は役員・いわゆる「執行
役員」とも1年となっている企業が多く、
建設業を兼業とする法人では常勤の
役員が建設業法第7条の経験年数を
満たすことが著しく困難な状態である。
2.許可制度が導入された昭和46年、建
設業告示第351条が告示された昭和47
年、この三十数年の間に、商法改正を
始め経営環境は著しく変化し、又、建
設業の工期も大幅に短縮されている。
その実態に建設業法第

2

建設業「経営管理者」資格要件の
緩和

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

建設業法第７条第１
号
建設業法第７条第１
号イに掲げる者と同
等以上の能力を有す
る者を定める件（昭
和47年建設省告示
第351号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

許可の基準として、建設業の許可を受
けようとする者が法人である場合には
常勤の役員のうち一人が、また、個人
である場合には本人又はその支配人
のうち一人が、次のいずれかに該当す
c
ることが必要である旨規定している。
①許可を受けようとする建設業に関し５
年以上の経営業務の管理責任者として
の経験を有していること
②国土交通大臣が①に掲げるものと同
等以上の能力を有する者と認定した者

措置の概要
（対応策）

建設業の経営は、他の産業の経営とは
著しく異なった特徴を有しており、適正
な建設業の経営を行うことを期待する
ためには、建設業の経営業務について
の経験を少なくとも５年以上有するもの
が最低一人はいることが必要であると
判断され、この要件が定められたもの
である。
また、経営業務の管理責任者に関す
る実務経験要件は、昭和４６年に許可
制度が導入された際、諸外国の事例や
関係者の意見を踏まえ５年とされたも
のであり、５年間という期間が建設業に
おいて工事の契約から引渡し、補修ま
での一通りの業務を経験するため必要
十分な期間であることを踏まえれば、既
に建設業の許可を受けている場合で
あってもこれを短縮する必要はない。

建設業の許可を受けようとする際に
建設業法第７条第２ は、その営業所ごとに一定の要件を満
c
たす技術者を配置しなければならない
号
こととされている。

建設業法に規定する営業所とは、常時
請負契約の見積り、入札、狭義の契約
締結等請負契約の締結に関する実体
的な行為を行う場所とされており、建設
業に関する営業の中心は各営業所に
あることからみて、建設工事に関する請
負契約の適正な締結及びその履行を
確保するためには、各営業所ごとに許
可を受けて営業しようとする建設業に
係る建設工事についての技術者を専任
で置く必要がある。この趣旨に照らせ
ば、各営業所ごとに技術者を置かなけ
ればならないと考える。

建設業の許可を受けようとする際に
建設業法第７条第２ は、その営業所ごとに一定の要件を満
c
たす技術者を配置しなければならない
号
こととされている。

建設業法に規定する営業所とは、常時
請負契約の見積り、入札、狭義の契約
締結等請負契約の締結に関する実体
的な行為を行う場所とされており、建設
業に関する営業の中心は各営業所に
あることからみて、建設工事に関する請
負契約の適正な締結及びその履行を
確保するためには、各営業所ごとに許
可を受けて営業しようとする建設業に
係る建設工事についての技術者を専任
で置く必要がある。この趣旨に照らせ
ば、各営業所ごとに技術者を置かなけ
ればならないと考える。

その他

管理コード

ｚA160002

ｚA160003

ｚA160003

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

建設業「経営管理者」資格要件の
緩和

許可基準の営業所専任技術者の
配置に関する規制緩和

許可基準の営業所専任技術者の
配置に関する規制緩和

要望
管理番
号

5027

5023

5027

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5027A002

5023A003

5027A004
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1

1

1

要望主体名

社団法人 電子情報技術産
業協会

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

社団法人 電子情報技術産
業協会

要望
事項番
号

2

3

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

要望理由

建設業「経営管理者」資格要件の
緩和

既に建設業の許可を受けている法人
又は個人がその免許を更新する場合
においては、①許可を受けている建設
業に関しては3年、他の建設業に関し
ては5年以上の経営業務管理責任者
経験②同種の建設業の5年以上の経
営管理者に準ずる地位にあって経営
業務を補佐した経験を有するもの。と
緩和いただきたい。

1.昨今、上場企業はいわゆる「執行役
員」制を採るケースが多く、従前と比べ
役員の数も少なく且つ社外を含めた非
常勤役員がその過半数を占ている。
又、その任期は役員・いわゆる「執行
役員」とも1年となっている企業が多く、
建設業を兼業とする法人では常勤の
役員が建設業法第7条の経験年数を
満たすことが著しく困難な状態である。
2.許可制度が導入された昭和46年、建
設業告示第351条が告示された昭和47
年、この三十数年の間に、商法改正を
始め経営環境は著しく変化し、又、建
設業の工期も大幅に短縮されている。
その実態に建設業法第

許可基準の営業所専任技術者の
配置に関する規制緩和

消費者が請負契約の締結や履行に際
して、技術面での適切なサービスを受
けられる事を担保した営業所の技術者
は、特定の営業所に専任を求めるので
なく、営業しようとする工事種類ごとに
営業しようとする営業所の数に応じた
技術者の配置を許可の要件と改正す
る。 この技術者は特定の営業所の専
任という扱いでなく、国内であれば当
該建設業者のどの拠点にいても、又、
当該建設業者のどの営業所の建設工
事案件に対してでもその職務を遂行で
きるものとする。

①建設業者の営業規模(営業しようと
する工事種類ごとの営業所数)応じて
営業所に技術者の配置を義務づけて
いる現行の許可制度は、不良・不適格
業者の参入を規制する上で、また建設
業者が消費者に対し適切な技術サー
ビスを提供する上でも一定の役割を果
たしていると理解している。
②しかしながら、情報伝達手段が貧弱
であった時代はともかく、電子メールや
Ｆａｘなどその情報伝達ツールが広く普
及し、かつ、交通手段が整備された今
日において、技術者が特定の営業所
に専任する意義は極めて薄い。 むし
ろ、地域性や季節性の高い建設業者
にとって、

許可基準の営業所専任技術者の
配置に関する規制緩和

消費者が請負契約の締結や履行に際
して、技術面での適切なサービスを受
けられる事を担保した営業所の技術者
は、特定の営業所に専任を求めるので
なく、営業しようとする工事種類ごとに 執行役員制度導入の際に、商法上の
営業しようとする営業所の数に応じた 役員（取締役執行役）を大きく減らし、
技術者の配置を許可の要件と改正す 執行役員に充てるケースがみられる
る。 この技術者は特定の営業所の専 が、このような企業運営の変化に即し
任という扱いでなく、国内であれば当 た制度の構築を求めるものである。
該建設業者のどの拠点にいても、又、
当該建設業者のどの営業所の建設工
事案件に対してでもその職務を遂行で
きるものとする。

①建設業者の営業規模(営業しようと
する工事種類ごとの営業所数)応じて
営業所に技術者の配置を義務づけて
いる現行の許可制度は、不良・不適格
業者の参入を規制する上で、また建設
業者が消費者に対し適切な技術サー
ビスを提供する上でも一定の役割を果
たしていると理解している。
②しかしながら、情報伝達手段が貧弱
であった時代はともかく、電子メールや
Ｆａｘなどその情報伝達ツールが広く普
及し、かつ、交通手段が整備された今
日において、技術者が特定の営業所
に専任する意義は極めて薄い。 むし
ろ、地域性や季節性の高い建設業者
にとって、

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

建設業法第２６条
監理技術者制度運
用マニュアルについ
て（平成１６年国総建
第３１５号）

建設業法第２６条
監理技術者制度運
用マニュアルについ
て（平成１６年国総建
第３１５号）

建設業法第15条第２
号
建設業法第15条第２
号イの国土交通大臣
が定める試験及び免
許を定める件（昭和
63年建設省告示第１
３１７号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

建設業者が工事現場に置くこととされて
いる主任技術者及び監理技術者は、建
設工事の適正な施工を確保するため、 c
所属建設業者と直接的かつ恒常的な
雇用関係にあることが必要である。

本制度は、建設業界の統合・再編を進
めるにあたり、監理技術者及び主任技
術者の直接雇用の原則が支障とならな
いよう特例として認めたものであり、他
に如何なる条件を課したとしても、経営
事項審査を親会社及び連結子会社の
双方が受審していることを認めること
は、建設業界の統合・再編を進める本
制度の主旨に逆行するものであり認め
ることはできない。
また、この特例を適用した上で同一企
業集団の企業が下請に入った場合、元
下の責任関係が不明確となり、一括下
請負の疑義が生じることとなることから
も、不適切であると考える。

建設業者が工事現場に置くこととされて
いる主任技術者及び監理技術者は、建
設工事の適正な施工を確保するため、 c
所属建設業者と直接的かつ恒常的な
雇用関係にあることが必要である。

本制度は、建設業界の統合・再編を進
めるにあたり、監理技術者及び主任技
術者の直接雇用の原則が支障とならな
いよう特例として認めたものであり、他
に如何なる条件を課したとしても、経営
事項審査を親会社及び連結子会社の
双方が受審していることを認めること
は、建設業界の統合・再編を進める本
制度の主旨に逆行するものであり認め
ることはできない。
また、この特例を適用した上で同一企
業集団の企業が下請に入った場合、元
下の責任関係が不明確となり、一括下
請負の疑義が生じることとなることから
も、不適切であると考える。

電気通信工事における監理技術者資
格は、技術士試験のうち技術部門を電
気電子部門又は総合技術管理部門（選
択科目を電気電子部門にかかるものと
c
するものに限る。）とするものに合格し
た場合又は学歴に応じた実務経験及び
指導監督的実務経験を有する場合と
なっている。

1級電気工事施工管理技士について
は、電気通信工事に関する出題は若干
含まれているものの、全体として電気通
信工事に係る知識、技術及び技能を審
査したものとはいえないため、電気通信
工事の監理技術者資格としては適当で
はない。また、他の資格と組み合わせ
ることについても、当該検定が電気通
信工事に関する内容を網羅していない
以上、電気通信工事に係る知識、技術
及び技能を審査したこととはならない。
なお、電気通信事業法に基づき電気
通信主任技術者資格者証の交付を受
け、一定の要件を満たす者について
は、建設業法における電気通信工事の
主任技術者として認めることとして結論
を得ており、平成17年度中に所要の措
置を講じる予定である。

その他

管理コード

ｚA160004

ｚA160004

ｚA160005

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

連結親子会社間における技術者の
流動化について

連結親子会社間における技術者の
流動化について

電気通信工事監理技術者資格要
件の拡大

要望
管理番
号

5023

5027

5023

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5023A004

5027A005

5023A005

3/41

1

1

1

要望主体名

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

社団法人 電子情報技術産
業協会

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

要望
事項番
号

4

5

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

一定の条件を満たす親会社−連結子
会社間において、出向社員を出向先
会社が工事現場に主任技術者または
監理技術者として配置する場合、直接
雇用の例外として、出向社員と出向先
連結親子会社間における技術者の 会社の間に直接的かつ恒常的な雇用
流動化について
関係があるものとして、取り扱うことと
していただきたい。（一定の条件とは、
当該連結子会社がペーパーカンパ
ニーまたは不良・不適格建設業者でな
いことが客観的に明らかな場合をい
う。）

現在、民間企業では経営の自由度を
高める観点から積極的に分社化を推
進しており、それぞれの子会社は自律
的に建設業を事業として営む一方、下
請として親会社の実施する建設工事を
支援している。また人的交流面でも、
親会社から社員が子会社に出向し建
設業に従事する場合やその逆もある。
現状において、親会社と、その連結子
会社の関係にある建設業者間におい
ては、不良・不適格建設業者の排除の
観点から、一定の条件に限定して技術
者の流動化が認められているが、次の
ような制約がある。
まず、この取扱が適用される企業集団
と認められる条件とし

一定の条件を満たす親会社−連結子
会社間において、出向社員を出向先
会社が工事現場に主任技術者または
監理技術者として配置する場合、直接
雇用の例外として、出向社員と出向先
連結親子会社間における技術者の 会社の間に直接的かつ恒常的な雇用
流動化について
関係があるものとして、取り扱うことと
していただきたい。（一定の条件とは、
当該連結子会社がペーパーカンパ
ニーまたは不良・不適格建設業者でな
いことが客観的に明らかな場合をい
う。）

現在、民間企業では経営の自由度を
高める観点から積極的に分社化を推
進しており、それぞれの子会社は自律
的に建設業を事業として営む一方、下
請として親会社の実施する建設工事を
支援している。また人的交流面でも、
親会社から社員が子会社に出向し建
設業に従事する場合やその逆もある。
現状において、親会社と、その連結子
会社の関係にある建設業者間におい
ては、不良・不適格建設業者の排除の
観点から、一定の条件に限定して技術
者の流動化が認められているが、次の
ような制約がある。まず、この取扱が
適用される企業集団と認められる条件
として、

電気通信工事監理技術者資格要件と
して電気・電子技術士に加えて、既存
資格の電気通信主任技術者と1級電
気工事施工管理技士の双方を取得し
ている者とする。
また、昨年度の1次回答では「電気通
信工事において建設業法に基づき配
置することとされている主任技術者の
要件について、他の既存資格の試験
内容等を踏まえ検討し、平成16年度中
に結論をえる」と頂いております。併せ
てこの進捗についてもお伺いしたい。

当初、電気通信工事監理技術者資格
要件の拡大は電気通信工事監理技術
者向けの新たなる技術検定を創設要
望した。それに対して、電気通信工事
に対する新たな技術検定種目を設け
ることは困難と却下された。
次に資格要件に既存資格「電気通信
主任技術者（1種）、（2種）、（線路）、1
級電気工事施工管理技士」のいずれ
かに該当する事を要望した。それに対
して、既存の国家資格のうち、電気通
信主任技術者については、現在、主任
技術者としての適否を検討していると
ころであり、現在、監理技術者資格とし
て認める事は適切ではないと却下され
た。
今

電気通信工事監理技術者資格要
件の拡大

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

電気通信工事における監理技術者資
格は、技術士試験のうち技術部門を電
気電子部門又は総合技術管理部門（選
択科目を電気電子部門にかかるものと
c
するものに限る。）とするものに合格し
た場合又は学歴に応じた実務経験及び
指導監督的実務経験を有する場合と
なっている。

1級電気工事施工管理技士について
は、電気通信工事に関する出題は若干
含まれているものの、全体として電気通
信工事に係る知識、技術及び技能を審
査したものとはいえないため、電気通信
工事の監理技術者資格としては適当で
はない。また、他の資格と組み合わせ
ることについても、当該検定が電気通
信工事に関する内容を網羅していない
以上、電気通信工事に係る知識、技術
及び技能を審査したこととはならない。
なお、電気通信事業法に基づき電気
通信主任技術者資格者証の交付を受
け、一定の要件を満たす者について
は、建設業法における電気通信工事の
主任技術者として認めることとして結論
を得ており、平成17年度中に所要の措
置を講じる予定である。

公共性のある工作物に関する重要な工
建設業法第２６条第
事で、請負代金が2,500万円以上となる
３項
ものについては、主任技術者又は監理 c
建設業法施行令第２
技術者は、工事現場ごとに、専任の者
７条
でなければならない。

工事の重要性は工場製作による部分も
含め工事全体で判断されるべきであ
り、主任技術者又は監理技術者の工事
現場への専任が必要となる重要な工事
の判断基準としては、請負代金の額と
することが適当である。
なお、工場製作に係る部分について
は、他の工事の製作と一元的に管理す
ることが合理的であることから、専任を
要しないこととしている。

公共性のある工作物に関する重要な工
建設業法第２６条第
事で、請負代金が2,500万円以上となる
３項
ものについては、主任技術者又は監理 c
建設業法施行令第２
技術者は、工事現場ごとに、専任の者
７条
でなければならない。

工事の重要性は工場製作による部分も
含め工事全体で判断されるべきであ
り、主任技術者又は監理技術者の工事
現場への専任が必要となる重要な工事
の判断基準としては、請負代金の額と
することが適当である。
なお、工場製作に係る部分について
は、他の工事の製作と一元的に管理す
ることが合理的であることから、専任を
要しないこととしている。

建設業法第15条第２
号
建設業法第15条第２
号イの国土交通大臣
が定める試験及び免
許を定める件（昭和
63年建設省告示第１
３１７号）

その他

管理コード

ｚA160005

ｚA160006

ｚA160006

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

電気通信工事監理技術者資格要
件の拡大

監理技術者・主任技術者の専任義
務基準の変更

監理技術者・主任技術者の専任義
務基準の変更

要望
管理番
号

5027

5023

5027

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5027A006

5023A006

5027A007

4/41

1

1

1

要望主体名

社団法人 電子情報技術産
業協会

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

社団法人 電子情報技術産
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

6

電気通信工事監理技術者資格要
件の拡大

電気通信工事監理技術者資格要件と
して電気・電子技術士に加えて、既存
資格の電気通信主任技術者と1級電
気工事施工管理技士の双方を取得し
ている者とする。
また、昨年度の1次回答では「電気通
信工事において建設業法に基づき配
置することとされている主任技術者の
要件について、他の既存資格の試験
内容等を踏まえ検討し、平成16年度中
に結論をえる」と頂いております。併せ
てこの進捗についてもお伺いしたい。

当初、電気通信工事監理技術者資格
要件の拡大は電気通信工事監理技術
者向けの新たなる技術検定を創設要
望した。それに対して、電気通信工事
に対する新たな技術検定種目を設け
ることは困難と却下された。
次に資格要件に既存資格「電気通信
主任技術者（1種）、（2種）、（線路）、1
級電気工事施工管理技士」のいずれ
かに該当する事を要望した。それに対
して、既存の国家資格のうち、電気通
信主任技術者については、現在、主任
技術者としての適否を検討していると
ころであり、現在、監理技術者資格とし
て認める事は適切ではないと却下され
た。
今

6

監理技術者・主任技術者を専任とし
なければならない工事金額の条件を、
「請負代金の額が2,500万円以上のも
監理技術者・主任技術者の専任義 の」から、土木請負工事工事費積算要
務基準の変更
領に基づいて「請負金額に占める一般
管理費、共通仮設費、現場経費、消費
税などを除く直接工事費が2,500万円
以上のもの」に変更する。

電気通信工事の場合、請負金額に占
める直接工事費の割合が低い。技術
者の専任が必要かどうかの判断は請
負金額全体ではなく、現場での対応が
必要となる直接工事費の金額のみを
基準とすることが適当であると考える。

7

監理技術者・主任技術者を専任とし
なければならない工事金額の条件を、
「請負代金の額が2,500万円以上のも
監理技術者・主任技術者の専任義 の」から、土木請負工事工事費積算要
務基準の変更
領に基づいて「請負金額に占める一般
管理費、共通仮設費、現場経費、消費
税などを除く直接工事費が2,500万円
以上のもの」に変更する。

電気通信工事の場合、請負金額に占
める直接工事費の割合が低い。技術
者の専任が必要かどうかの判断は請
負金額全体ではなく、現場での対応が
必要となる直接工事費の金額のみを
基準とすることが適当であると考える。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

建設業法第２条第１
項及び別表第１
建設業法第２条第１
項の別表の上欄に 建設業法上の建設工事とは土木建築
掲げる建設工事の内 に関する工事で別表第１に掲げるもの
容（昭和４７年建設省 と定義されている。また、告示で建設工 e
事の内容を定めており、通知で建設工
告示第３５０号）
建設業許可事務ガイ 事の例示を示している。
ドラインについて（平
成１３年国総建第９７
号）

措置の概要
（対応策）

「コンピュータ（パソコン）機器設置作業」
等であっても告示及び通知で定めてい
る建設工事の内容及び例示に該当す
れば建設業法の適用を受けることとな
る。また、この建設工事の内容や例示
は、あくまでも工事であるものが列挙さ
れているに過ぎず、たとえば、パーソナ
ルコンピュータを単に配置する作業やソ
フトをインストールする作業などは当然
これには含まれないものと解すべきも
のと考えられる。

建設業法第２条第１
項及び別表第１
建設業法第２条第１
項の別表の上欄に 建設業法上の建設工事とは土木建築
掲げる建設工事の内 に関する工事で別表第１に掲げるもの
容（昭和４７年建設省 と定義されている。また、告示で建設工 e
事の内容を定めており、通知で建設工
告示第３５０号）
建設業許可事務ガイ 事の例示を示している。
ドラインについて（平
成１３年国総建第９７
号）

「コンピュータ（パソコン）機器設置作業」
等であっても告示及び通知で定めてい
る建設工事の内容及び例示に該当す
れば建設業法の適用を受けることとな
る。また、この建設工事の内容や例示
は、あくまでも工事であるものが列挙さ
れているに過ぎず、たとえば、パーソナ
ルコンピュータを単に配置する作業やソ
フトをインストールする作業などは当然
これには含まれないものと解すべきも
のと考えられる。

特定建設業（指定建設業を除く）の許可
を受けようとする者は、その営業所ごと
に次のいずれかに該当する者で専任の
ものを置かなければならないとされてい
る。
①技術検定その他の国土交通大臣が
建設業法第１５条第
定める試験に合格した者又は国土交通
２号ロ
c
大臣が定める免許を受けた者
建設業法施行令第５
②発注者から直接請け負った、４５００
条の３
万円以上の金額の建設工事に関し、２
年以上指導監督的な実務経験を有す
る者
③国土交通大臣が①又は②に掲げる
者と同等以上の能力を有するものと認
定した者

特定建設業に係る営業所専任技術者
及び監理技術者については、大規模な
金額の下請契約を締結する建設業者
及び建設工事においてその設置が必
要とされるものであるという性質から、
一定以上の指導監督的な実務経験を
積んでいることが必要である。
指導監督的な実務経験を積まなけれ
ばならない工事の請負代金の額の考え
方については、発注者から直接請け
負った工事について、3000万円以上の
額の下請契約を締結する場合に特定
建設業の許可の取得及び監理技術者
の設置を要すること等を勘案すると、現
行の4500万円以上とすることが適切で
ある。

その他

管理コード

ｚA160007

ｚA160007

ｚA160008

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

電気通信工事を伴わない「ＩＴ設備
関連案件」の適用除外事例取扱要
望

電気通信工事を伴わない「ＩＴ設備
関連案件」の適用除外事例取扱要
望

専任技術者や監理技術者の指導
監督的実務経験に該当する建設工
事の請負代金要件見直し

要望
管理番
号

5023

5027

5023

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5023A007

5027A008

5023A008

5/41

1

1

1

要望主体名

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

社団法人 電子情報技術産
業協会

情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会

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

7

昨年の本要望時の、『建設業とは明ら
かに進歩のスピードが異なるＩＴ関連の
工事を建設業法の中で括ることに対し
て、IT設備設置等の適用除外の例示
が可能かどうかも含め、今後どう対応
していくかの見解を示されたい。』に対
して、貴省より、『「ＩＴ設備関連案件」で
電気通信工事を伴わない「ＩＴ設備
あっても、作業の内容が建設工事であ
関連案件」の適用除外事例取扱要
れば建設業法上の建設工事に該当す
望
ると考えられるが、「ＩＴ設備関連案件」
の今日の実態を踏まえ、どのような部
分を建設工事とすることが適当か、検
討を行って参りたい。』との回答を得
た。
実際に工事として発注された事例とし
ては、①コンピュ

ＩＴ設備関連工事とは、情報処理装置
（パーソナルコンピュータ、サーバやそ
の周辺装置）を設置もしくは既存の情
報処理装置にソフトウエアをインストー
ルし、通信装置（ルータやＬＡＮスイッチ
等）及び通信装置間を接続する配線
（無線の場合もあり）により構成される
通信ネットワークを介して、情報処理装
置間を相互に通信することにより、情
報の収集/配信、処理を行う情報シス
テムの構築に関わる工事であると考え
る。しかしながら、要望内容で示したよ
うな事例において、工事の行為がなさ
れないにも関わらず、工事に関わる技
術者（監理（主任）技術

8

昨年の本要望時の、『建設業とは明ら
かに進歩のスピードが異なるＩＴ関連の
工事を建設業法の中で括ることに対し
て、IT設備設置等の適用除外の例示
が可能かどうかも含め、今後どう対応
していくかの見解を示されたい。』に対
して、貴省より、『「ＩＴ設備関連案件」で
電気通信工事を伴わない「ＩＴ設備
あっても、作業の内容が建設工事であ
関連案件」の適用除外事例取扱要
れば建設業法上の建設工事に該当す
望
ると考えられるが、「ＩＴ設備関連案件」
の今日の実態を踏まえ、どのような部
分を建設工事とすることが適当か、検
討を行って参りたい。』との回答を得
た。
実際に工事として発注された事例とし
ては、①コンピュ

ＩＴ設備関連工事とは、情報処理装置
（パーソナルコンピュータ、サーバやそ
の周辺装置）を設置もしくは既存の情
報処理装置にソフトウエアをインストー
ルし、通信装置（ルータやＬＡＮスイッチ
等）及び通信装置間を接続する配線
（無線の場合もあり）により構成される
通信ネットワークを介して、情報処理装
置間を相互に通信することにより、情
報の収集/配信、処理を行う情報シス
テムの構築に関わる工事であると考え
る。しかしながら、要望内容で示したよ
うな事例において、工事の行為がなさ
れないにも関わらず、工事に関わる技
術者（監理（主任）技術

専任技術者や監理技術者の資格要件
として認められる「指導監督的な実務
専任技術者や監理技術者の指導 経験」を積むためには、現行では請負
監督的実務経験に該当する建設工 代金４，５００万円以上の建設工事に
事の請負代金要件見直し
従事しなければならないとされている
が、これを請負金額２，５００万円以上
に改めていただきたい。

専任技術者の資格要件としては、技術
士（電気・電子部門）資格の取得者、も
しくは２年以上の指導監督的実務経験
を有する者とされている。実態的には、
実務経験を通じて技術者資格を得る
方が圧倒的に多いが、その為には請
負代金４５００万円以上の建設工事に
従事することが求められている。
しかし、機器や工事のコストダウンに
よって請負金額は年々減少傾向にあ
り、専任技術者の資格要件とされる指
導監督的実務経験が認められる請負
金額４５００万円以上の工事案件は減
少傾向にある。その結果、２年以上の
指導監督的実務経験を経て専任技術
者資格を

8

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

特定建設業に係る営業所専任技術者
及び監理技術者については、大規模な
金額の下請契約を締結する建設業者
及び建設工事においてその設置が必
要とされるものであるという性質から、
一定以上の指導監督的な実務経験を
積んでいることが必要である。
指導監督的な実務経験を積まなけれ
ばならない工事の請負代金の額の考え
方については、発注者から直接請け
負った工事について、3000万円以上の
額の下請契約を締結する場合に特定
建設業の許可の取得及び監理技術者
の設置を要すること等を勘案すると、現
行の4500万円以上とすることが適切で
ある。

特定建設業（指定建設業を除く）の許可
を受けようとする者は、その営業所ごと
に次のいずれかに該当する者で専任の
ものを置かなければならないとされてい
る。
①技術検定その他の国土交通大臣が
建設業法第１５条第
定める試験に合格した者又は国土交通
２号ロ
c
大臣が定める免許を受けた者
建設業法施行令第５
②発注者から直接請け負った、４５００
条の３
万円以上の金額の建設工事に関し、２
年以上指導監督的な実務経験を有す
る者
③国土交通大臣が①又は②に掲げる
者と同等以上の能力を有するものと認
定した者

外国為替及び外国
貿易法第26条第1項
（外国投資家の定
義）、第27条（事前届
出）、第55条の5（事
後報告）

「外国投資家」の定義のうち、「非居住
者である個人」または「外国法令に基づ
いて設立された法人その他の団体又
は、外国に主たる事務所を有する法人
その他の団体」により直接または間接
c
に保有される議決権の合計が50％以
上を占める会社については「外国投資
家」と規定され、対内直接投資等の事
前届出、又は事後報告が義務づけられ
ている。

「外国投資家」の定義のうち、「非居住
者である個人」または「外国法令に基づ
外国為替及び外国 いて設立された法人その他の団体又
貿易法第26条第1項 は、外国に主たる事務所を有する法人
その他の団体」により直接または間接
（外国投資家の定
c
義）、第27条（事前届 に保有される議決権の合計が50％以
出）、第55条の5（事 上を占める会社については「外国投資
家」と規定され、対内直接投資等の事
後報告）
前届出、又は事後報告が義務づけられ
ている。

措置の概要
（対応策）

-

-

ご指摘の点については、多数の外国機
関投資家が株式市場で株式を取得した
場合であっても、個々の投資家間の関
係がどのようなものであるかについて
外形では判断できないことから、適用除
外とすることは不適当である。また、仮
に、個別に審査することとした場合に
は、手続が煩雑となり、投資家等の負
担となる。
対内直接投資については、国の安全保
障等に支障をきたすことになるおそれ
がある業種等限られた業種について事
前届出制としているが、外国人による
企業支配を管理する観点から、非居住
者等の議決権比率の合計が50％以上
である場合を対象とすることが適当で
ある。同様に、事後報告についても、国
際収支統計や事業所管官庁において
取引の実態を把握する観点から外国資
本の流入の状況を把握する必要があ
り、非居住者等の議決権比率の合計が
50％以上である場合を対象とすること
が適当である。

ご指摘の点については、多数の外国機
関投資家が株式市場で株式を取得した
場合であっても、個々の投資家間の関
係がどのようなものであるかについて
外形では判断できないことから、適用除
外とすることは不適当である。また、仮
に、個別に審査することとした場合に
は、手続が煩雑となり、投資家等の負
担となる。
対内直接投資については、国の安全保
障等に支障をきたすことになるおそれ
がある業種等限られた業種について事
前届出制としているが、外国人による
企業支配を管理する観点から、非居住
者等の議決権比率の合計が50％以上
である場合を対象とすることが適当で
ある。同様に、事後報告についても、国
際収支統計や事業所管官庁において
取引の実態を把握する観点から外国資
本の流入の状況を把握する必要があ
り、非居住者等の議決権比率の合計が
50％以上である場合を対象とすること
が適当である。

その他

管理コード

ｚA160008

ｚA160009

ｚA160009

制度の
所管官庁等

国土交通省

項目

専任技術者や監理技術者の指導
監督的実務経験に該当する建設工
事の請負代金要件見直し

内閣府、総務
省、財務省、文
部科学省、厚生
「外為法に基づく「外国投資家」規
労働省、農林水
産省、経済産業 制の適用除外」
省、国土交通
省、環境省

内閣府、総務
省、財務省、文
部科学省、厚生
外為法に基づく「外国投資家」規制
労働省、農林水
産省、経済産業 の適用除外
省、国土交通
省、環境省

要望
管理番
号

5027

5034

5088

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5027A009

5034A011

5088A044

6/41

1

1

1

要望主体名

社団法人 電子情報技術産
業協会

（社）関西経済連合会

社団法人リース事業協会

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

9

専任技術者や監理技術者の資格要件
として認められる「指導監督的な実務
専任技術者や監理技術者の指導 経験」を積むためには、現行では請負
監督的実務経験に該当する建設工 代金４，５００万円以上の建設工事に
事の請負代金要件見直し
従事しなければならないとされている
が、これを請負金額２，５００万円以上
に改めていただきたい。

専任技術者の資格要件としては、技術
士（電気・電子部門）資格の取得者、も
しくは２年以上の指導監督的実務経験
を有する者とされている。実態的には、
実務経験を通じて技術者資格を得る
方が圧倒的に多いが、その為には請
負代金４５００万円以上の建設工事に
従事することが求められている。
しかし、機器や工事のコストダウンに
よって請負金額は年々減少傾向にあ
り、専任技術者の資格要件とされる指
導監督的実務経験が認められる請負
金額４５００万円以上の工事案件は減
少傾向にある。その結果、２年以上の
指導監督的実務経験を経て専任技術
者資格を

11

「外為法に基づく「外国投資家」規
制の適用除外」

「外国投資家」の定義のうち、「非居住
者である個人」または「外国法令に基
づいて設立された法人その他の団体
または外国に主たる事務所を有する法
人その他の団体」により直接または間
接に保有される議決権の合計が50％
以上を占める法人に関し、適用範囲の
見直しを行っていただきたい。株式公
開企業で極めて多数の外国機関投資
家が株式市場で株式を取得したことに
よって、その保有比率合計が50％以上
となってしまったような場合には、実質
的に外国人が事業を支配している場
合に当たらないことから、何らかの適
用除外を検討いただきたい。例えば、

本来この規制は、外国人による日本企
業への経営支配を管理するのが目的
であるものと思われる。その法の趣旨
に鑑みれば、実質的に外国人が支配
している場合に当たらないケースで、こ
の規制を適用する必要性は無いものと
考えられる。また、株式公開企業にお
いて株主状況が把握できるのは半期
毎であり、たまたまその時の市場での
株式売買の結果、形式的に外人保有
比率が50％を超えたかどうかで、対内
直接投資の届出の必要性や対外直接
投資の届出の必要性が変動するとす
れば、いたずらな混乱を招くものと考え
られる。資本市場の国際化の実態に
見合った

44

「外国投資家」の定義のうち、「非居住
者である個人」または「外国法令に基
づいて設立された法人その他の団体
または外国に主たる事務所を有する法
人その他の団体」により直接または間
接に保有される議決権の合計が50％
外国人株式保有比率５０％超の企業
以上を占める法人に関し、適用範囲の
外為法に基づく「外国投資家」規制 で、実質的に外国人支配下にない企 形式上の規制適用による不要な事務
見直しを行っていただきたい。株式公
の適用除外
業における外為法上の「外国投資家」 コストが削減される。
開企業で極めて多数の外国機関投資
規制の適用除外を要望する。
家が株式市場で株式を取得したことに
よって、その保有比率合計が50％以上
となってしまったような場合には、実質
的に外国人が事業を支配している場
合に当たらないことから、何らかの適
用除外を検討いただきたい。例えば、

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

−

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

①税関においては、国際組織犯罪等対
策推進本部の下、関係省庁と民間団体
による官民合同プロジェクトチームに参
画し、盗難自動車の不正輸出防止対策
に取り組んでいるところである。
②平成17年7月から中古自動車を輸出
する場合には、輸出抹消仮登録証明書
等の原本の提示が義務付けられてお
り、必要に応じて車体番号を確認する
d
等、盗難自動車の不正輸出の取締りを
強化しているところである。
③コンテナーを利用して輸出される貨
物をコンテナーに詰めたまま輸出申請
し許可を受けようとする者は、貨物をコ
ンテナーに詰め込む前に税関に申し出
を行い、コンテナー扱いを利用できるこ
とについて確認を受けなくてはならな
い。

−

①税関においては、国際組織犯罪等対
策推進本部の下、関係省庁と民間団体
による官民合同プロジェクトチームに参
画し、盗難自動車の不正輸出防止対策
に取り組んでいるところである。
②平成17年7月から中古自動車を輸出
する場合には、輸出抹消仮登録証明書
等の原本の提示が義務付けられてお
り、必要に応じて車体番号を確認する
d
等、盗難自動車の不正輸出の取締りを
強化しているところである。
③コンテナーを利用して輸出される貨
物をコンテナーに詰めたまま輸出申請
し許可を受けようとする者は、貨物をコ
ンテナーに詰め込む前に税関に申し出
を行い、コンテナー扱いを利用できるこ
とについて確認を受けなくてはならな
い。

−

①税関においては、国際組織犯罪等対
策推進本部の下、関係省庁と民間団体
による官民合同プロジェクトチームに参
画し、盗難自動車の不正輸出防止対策
に取り組んでいるところである。
②平成17年7月から中古自動車を輸出
する場合には、輸出抹消仮登録証明書
等の原本の提示が義務付けられてお
り、必要に応じて車体番号を確認する
d
等、盗難自動車の不正輸出の取締りを
強化しているところである。
③コンテナーを利用して輸出される貨
物をコンテナーに詰めたまま輸出申請
し許可を受けようとする者は、貨物をコ
ンテナーに詰め込む前に税関に申し出
を行い、コンテナー扱いを利用できるこ
とについて確認を受けなくてはならな
い。

措置の概要
（対応策）

−

１．税関では、従来より、盗難自動車を含め、不正輸出を防
止する観点から、貨物をコンテナーに詰めた後に輸出申告
し許可を受ける輸出貨物のコンテナー扱いについては、過
去に関税法等の違反や税関の審査・検査により法令の規
定に従っていない者を適用対象外とするとともに、輸出申告
時にコンテナー内貨物の現物確認を強化しているところで
ある。
２．また、道路運送車両法の改正により、平成17年7月から
中古自動車を輸出する場合には、輸出抹消仮登録申請書
等の原本の提示が義務付けられており、税関は審査・検査
の際に、当該証明書の申請者と輸出者の同一性を含め、そ
の内容を確認することにより、盗難自動車の不正輸出の取
扱いを強化しているところである。
３．更に、第３者証明機関の協力については、既に、コンテ
ナー貨物の輸出に関しては公認検数検定機関の協力も受
けつつ、当該公認検数検定機関がコンテナー内の貨物の
品名、数量、記号等税関が通関審査上必要と認める事項
の確認及び施封を行い、その内容を証明した場合には、税
関における審査・検査の参考としているところである。
４．なお、輸出車が貨物をコンテナに積み込む時に第３者証
明機関を利用するか否かは、費用の問題も含め輸出者の
判断であり、行政当局から輸出者に対し、すべてのコンテナ
貨物について、コンテナ詰めに関しては、必ず第３者証明機
関によるコンテナー内貨物の現物確認を受けるよう指導す
ることは適切ではない。
５．いずれにせよ、税関としては盗難車の取締りを可能な限
り積極的に行ってまいりたい。

−

１．税関では、従来より、盗難自動車を含め、不正輸出を防
止する観点から、貨物をコンテナーに詰めた後に輸出申告
し許可を受ける輸出貨物のコンテナー扱いについては、過
去に関税法等の違反や税関の審査・検査により法令の規
定に従っていない者を適用対象外とするとともに、輸出申告
時にコンテナー内貨物の現物確認を強化しているところで
ある。
２．また、道路運送車両法の改正により、平成17年7月から
中古自動車を輸出する場合には、輸出抹消仮登録申請書
等の原本の提示が義務付けられており、税関は審査・検査
の際に、当該証明書の申請者と輸出者の同一性を含め、そ
の内容を確認することにより、盗難自動車の不正輸出の取
扱いを強化しているところである。
３．更に、第３者証明機関の協力については、既に、コンテ
ナー貨物の輸出に関しては公認検数検定機関の協力も受
けつつ、当該公認検数検定機関がコンテナー内の貨物の
品名、数量、記号等税関が通関審査上必要と認める事項
の確認及び施封を行い、その内容を証明した場合には、税
関における審査・検査の参考としているところである。
４．なお、輸出車が貨物をコンテナに積み込む時に第３者証
明機関を利用するか否かは、費用の問題も含め輸出者の
判断であり、行政当局から輸出者に対し、すべてのコンテナ
貨物について、コンテナ詰めに関しては、必ず第３者証明機
関によるコンテナー内貨物の現物確認を受けるよう指導す
ることは適切ではない。
５．いずれにせよ、税関としては盗難車の取締りを可能な限
り積極的に行ってまいりたい。

−

１．税関では、従来より、盗難自動車を含め、不正輸出を防
止する観点から、貨物をコンテナーに詰めた後に輸出申告
し許可を受ける輸出貨物のコンテナー扱いについては、過
去に関税法等の違反や税関の審査・検査により法令の規
定に従っていない者を適用対象外とするとともに、輸出申告
時にコンテナー内貨物の現物確認を強化しているところで
ある。
２．また、道路運送車両法の改正により、平成17年7月から
中古自動車を輸出する場合には、輸出抹消仮登録申請書
等の原本の提示が義務付けられており、税関は審査・検査
の際に、当該証明書の申請者と輸出者の同一性を含め、そ
の内容を確認することにより、盗難自動車の不正輸出の取
扱いを強化しているところである。
３．更に、第３者証明機関の協力については、既に、コンテ
ナー貨物の輸出に関しては公認検数検定機関の協力も受
けつつ、当該公認検数検定機関がコンテナー内の貨物の
品名、数量、記号等税関が通関審査上必要と認める事項
の確認及び施封を行い、その内容を証明した場合には、税
関における審査・検査の参考としているところである。
４．なお、輸出車が貨物をコンテナに積み込む時に第３者証
明機関を利用するか否かは、費用の問題も含め輸出者の
判断であり、行政当局から輸出者に対し、すべてのコンテナ
貨物について、コンテナ詰めに関しては、必ず第３者証明機
関によるコンテナー内貨物の現物確認を受けるよう指導す
ることは適切ではない。
５．いずれにせよ、税関としては盗難車の取締りを可能な限
り積極的に行ってまいりたい。

その他

-

-

-

管理コード

ｚA160010

ｚA160010

ｚA160010

制度の
所管官庁等

項目

①②財務省 国
自動車盗難対策の強化
土交通省

①②財務省 国
盗難自動車対策の強化
土交通省

①②財務省 国 盗難自動車の不正輸出防止策の
土交通省
強化

要望
管理番
号

5046

5053

5095

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5046A015

5053A190

5095A009

7/41

1

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

(社）日本経済団体連合会

損害保険労働組合連合会

要望
事項番
号

15

190

9

要望事項
（事項名）

自動車盗難対策の強化

盗難自動車対策の強化

盗難自動車の不正輸出防止策の
強化

具体的
要望内容

自動車盗難対策については、政府の
国際組織犯罪等対策推進本部の下、
関係省庁と民間団体による官民合同
プロジェクトチームによる様々な盗難
防止対策が取られ、その効果が現れ
て来ている。このような状況のもと、自
動車盗難犯罪の根絶に向けて、法整
備、イモビライザの普及促進等に加
え、以下のような制度の見直し等を図
ることが必要である。
①中古車通関時における、輸出抹消
仮登録証明書または輸出予定届出書
の厳密な確認（輸出抹消仮登録証明
書または輸出予定届出書の申請者が
輸出者本人と同一であることの確認）
②税関または第３者証明機関に

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

2004年（暦年）の自動車盗難件数は
これらの盗難防止対策を施すことによ
58,737件を数え、前年よりは減少したも
り、自動車盗難件数が減少すれば社
のの、5年続けて60,000件前後の高い
会的損失の低減に大きく寄与すること
発生件数を記録している。また、自動
になる。（定量的評価は困難であるが、
車盗難に関する支払保険金は毎年
03年度の自動車盗難保険金は約583
600億円弱に達し、経済的な面からも
億円であり、車両保険の普及率35％で
深刻な社会問題となっている。
単純に計算すると日本全体でおよそ
①道路運送車両法の改正により、7月
1,600億円の被害と推定できる。仮に被
から中古車輸出時には輸出抹消仮登
害が1%削減された場合でも、約16億円
録証明書を取得するか、一時抹消中
の効果となる。）また、盗難防止対策が
の車については輸出予定届出書を取
進めば、暴力団等国内の犯罪集団の
得し、税関において輸出時にそれらを
みならず、海外のテロ組織とのつなが
確認することになった。
りも懸念される国際犯罪組織への資金
これまでは外国船員が中古車を持ち
源を絶つことが可能となり、日本ひい
出す場合、旅具通関での取り扱いが可
ては世界の治安全体にい
能であっ

自動車盗難対策については、政府の
国際組織犯罪等対策推進本部の下、
関係省庁と民間団体による官民合同
プロジェクトチームが発足し、様々な盗
難防止対策が取られ、その効果が現
れている。このような状況のもと、自動
車盗難犯罪の根絶に向けて、法整備、
イモビライザーの普及促進等に加え、
以下のような制度の見直し等を図るこ
とが必要である。
①中古車通関時における、輸出抹消
仮登録証明書または輸出予定届出書
の厳密な確認（輸出抹消仮登録証明
書または輸出予定届出書の申請者が
輸出者本人と同一であることの確認）
②税関または第三者証明

近年急増している自
動車盗難は、専門的か
つ組織的な犯罪集団に
2004年（暦年）の自動車盗難件数は よる盗難車の海外売却
58,737件を数え、前年よりは減少したも を狙ったものが多い。防
のの、5年続けて60,000件前後の高い 犯や盗難防止装置（イ
発生件数を記録している。また、自動 モビライザー等）の普及
車盗難に関する支払保険金は毎年
などを通じた盗難自体
600億円弱に達し、経済的な面からも の防止が必要である
深刻な社会問題となっている。これま が、その効果には限界
では外国船員が中古車を持ち出す場 がある。
合、旅具通関での取り扱いが可能で
道路運送車両法の改
あったが、新制度では日本に居住しな 正により、7月から中古
い外国船員は輸出抹消仮登録証明書 車輸出時には輸出抹消
あるいは輸出予定届出書を取得するこ 仮登録証明書を取得す
とができないことから、従来のように旅 るか、一時抹消中の車
具として中古自動車を輸出することは については輸出予定届
ない。ついては、7月以
出書を取得し、税関に
おいて輸出時にそれら
を確認することになっ
た。

盗難自動車の海外不正流出防止に繋
げるため、①輸出通関時のチェックを
強化する、②コンテナ詰込み時におけ
るチェックを強化する、③インターネット
オークションにおける盗難自動車の流
通阻止などの対策を講じて頂きたい。

重大な社会問題となっている自動車盗
難に関し、社会的な損失の低減や犯
罪組織の資金源の根絶といった観点
から、盗難自動車の流通段階での
様々なプロセスにおける多面的な
チェック強化が重要である。具体的に
は、①中古車の通関時における、輸出
抹消仮登録証明書または輸出予定届
出書の厳密な確認を行う ②不正輸出
を防御するため、輸出貨物積み込み
時に、公認検数検定機関による厳正な
現物確認・施封を実施する ③罰則の
制度化など、インターネットオークショ
ンで盗難自動車を流通させないような
仕組みを構築する ことをお願いした
い。

これらの盗難防止対策を施すことによ
り、自動車盗難件数が減少すれば社
会的損失の低減に大きく寄与すること
になる。また、盗難防止対策が進め
ば、暴力団等国内の犯罪集団のみな
らず、海外のテロ組織とのつながりも
懸念される国際犯罪組織への資金源
を絶つことが可能となり、日本ひいて
は世界の治安全体にいい影響を及ぼ
すと考えられる。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

一般的制限値を超えて車両を通行させ
道路法４７条、道路 るためには、車両の構造が特殊か、ま
ｃ
法第４７条の２第１項 たは積載物が分割不可能な単体物で
あるなど特殊なものである必要がある。

一般的制限値を超えて車両を通行させ
道路法４７条、道路 るためには、車両の構造が特殊か、ま
ｃ
法第４７条の２第１項 たは積載物が分割不可能な単体物で
あるなど特殊なものである必要がある。

平成１７年度中に導入予定。

ａ

−

−

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

誘導車は、交差点幅員狭小部等を通
過する際に他の交通の安全を確保する
ための誘導処置や、橋梁等の構造物に
対して複数の特殊車両等が連行をしな
いために配置するものであり、要望の
対応では十分に安全性等が確保できな
い。
また、全国的にも違反車両による事
故が多発していることから対応は困難。

誘導車は、交差点幅員狭小部等を通
過する際に他の交通の安全を確保する
ための誘導処置や、橋梁等の構造物に
対して複数の特殊車両等が連行をしな
いために配置するものであり、要望の
対応では十分に安全性等が確保できな
い。
また、全国的にも違反車両による事
故が多発していることから対応は困難。

クレジットカード支払については、現行
会計法令等で対応しうる範囲内で、１７
年度中に導入する予定。

その他

管理コード

ｚA160011

ｚA160011

ｚA160012

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

全省庁

項目

特殊車両通行許可におけるＣ条件
の緩和（１）【新規】

特殊車両通行許可におけるＣ条件
の緩和（２）【新規】

省庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A177

5053A178

5053A160

8/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

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）

特殊車両の通行許可に付される重量
に関するC条件について、車両の前後
に接近禁止プレート（点滅式）又はパト
特殊車両通行許可におけるＣ条件
ランプ、音声アラーム等を設置し、車両
の緩和（１）【新規】
の接近を回避する安全対策を講じた場
合には、誘導車の配置を免除すべきで
ある。

一定以上の寸法や重
量等を超える特殊車両
を通行させようとする者
は、道路管理者の許可
を受けることが義務付
けられており、当該許可
にあたっては、車体の
総重量や寸法に応じて
以下のような条件を付
すこととされている。
A条件：徐行等の特別
の条件を付さない
誘導車の配置を免除することにより、 B条件：徐行及び連行禁
物流コスト、CO2の削減が期待できる。 止（２台以上の特殊車
両が縦列をなして同時
に橋、高架の道路等の
同一径間を渡ることを
禁止する措置）を条件と
する
C条件：B条件に加え、
当該車両の前後に誘導
車を配置することを条件
とする
D条件：C条件に加え、２
車線以内に他車が通行
しない状態で当該車両

178

特殊車両の通行許可に付される寸法
に関するC条件について、車両の前後
に接近禁止プレート（点滅式）又はパト
特殊車両通行許可におけるＣ条件
ランプ、音声アラーム等を設置し、車両
の緩和（２）【新規】
の接近を回避する安全対策を講じた場
合には、誘導車の配置を免除すべきで
ある。

一定以上の寸法や重
量等を超える特殊車両
を通行させようとする者
は、道路管理者の許可
を受けることが義務付
けられており、当該許可
にあたっては、車体の
総重量や寸法に応じて
以下のような条件を付
すこととされている。A条
件：徐行等の特別の条
件を付さない
誘導車の配置を免除することにより、 B条件：徐行及び連行禁
物流コスト、CO2の削減が期待できる。 止（２台以上の特殊車
両が縦列をなして同時
に橋、高架の道路等の
同一径間を渡ることを
禁止する措置）を条件と
する
C条件：B条件に加え、
当該車両の前後に誘導
車を配置することを条件
とする
D条件：C条件に加え、２
車線以内に他車が通行
しない状

160

省庁における決済業務電子化の一
環として、現在、経済産業省が実験的
に導入している出張、会議開催などに
省庁へのコーポレートカード及び購
おけるクレジットカードの活用を進め、
買カードの導入【新規】
コーポレートカードや購買カードの本格
導入に向けた検討を進めるべきであ
る。

省庁の決済業務において、民間事業 現在、経済産業省に
者のノウハウを活用したクレジットカー おいて、出張、会議開
ドや購買カードを活用することによっ 催用としてコーポレート
て、業務の簡素化、コスト削減、会計の カードが実験的に導入
透明性向上などが期待される。
されている。

177

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

平成１７年度中に導入予定。

措置の 措置の
分類
内容

ａ

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

クレジットカード支払については、現行
会計法令等で対応しうる範囲内で、１７
年度中に導入する予定。

平成１７年度中に導入予定。

ａ

Ⅳ

クレジットカード支払について
は、現行会計法令等で対応しう
る範囲内で、１７年度中に導入
する予定。

平成１７年度中に導入予定。

ａ

Ⅳ

クレジットカード支払について
は、現行会計法令等で対応しう
る範囲内で、１７年度中に導入
する予定。

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

全府省

クレジットカード決済による支払業
務

ｚA160012

全府省

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

5103

5103B002

1

ｚA160012

全府省

公務員経費のカード決済

5109

5109B007

1

ｚA160012

5096

5096A003

9/41

1

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

3

クレジットカード決済による支払業
務

前改定案に対し御省より「出張に係る
経費については、厚生労働省において
も個人所有のカードをもって精算して
いる事例はあるところである。要望の
国が出張者に対してクレジットカードを
交付し、そのカードで決済することは、
各省庁で発生する出張旅費や物品購 出張旅費や物品購入等の支払業務を
使用にあたっての公私混同の問題、
入などの支払いを職員による立替精 クレジットカード払いで行い、仮払・立
カード決済が出来ない経費（バス代
算や請求書支払でなく、クレジットカー 替払や請求書払いなどの業務処理を
等）についての事務の煩雑化などの問
ド支払で行うことに対する規制緩和（運 各職員にクレジットカードを配布し、業
題があることから現状では困難である
用変更）をしていただきたい。
務を効率化・簡素化する。
と考える。なお、物品購入については、
支出負担行為及び支出の確認、支出
に関する書類が必要なことから現行の
法制度では困難である。」との回答を
いただいた。
多くの省庁において既

株式会社オーエムシーカード

2

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

官公庁の経費及び購買決済に関し、その
簡素化、省力化、処理コストの削減、会
計の透明性を図る目的で、電子化された
支払インフラを導入するためにノウハウ
を有する民間業者がそのインフラを提供
する

株式会社オリエントコーポ
レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

7

公務員経費のカード決済

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

官公庁の一般経費及び購買決済に関し、
その簡素化、処理コストの削減、会計の
透明性を図ることに寄与できるクレジッ
ト決済の導入

事務の合理化

公務員等の出張その他の公務による代金
を簡易な方法決済する

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

＜船舶検査＞
船舶安全法第２条、
第５条
船舶安全法施行規
則第２条
<免許>
船舶職員及び小型
船舶操縦者法第2条
第1項第2号、船舶職
員及び小型船舶操
縦者法施行規則第2
条第2項第1号
＜登録＞
小型船舶の登録等
に関する法律第２
条、第３条
小型船舶登録規則
第２条

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

<船舶検査>
一部の船舶（長さ3メートル未満、推進
機関の連続最大出力が1.5kw未満の船
舶を含む）を除き、船舶は所要施設を
備え、検査を受けなければならない。
＜免許＞
長さが3メートル未満であり、推進機関
の出力が1.5キロワット未満である船舶
であって、国土交通大臣が指定するも
のは船舶職員及び小型船舶操縦者法
c
の適用を受けない。

区域区分に関する都市計画は都道府
県が定めるものとする。

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

要望主体名

要望
事項番
号

限られている。
このような状況のもと、近年、湖等で行うバスフィッシングの普及にともない自家用車の屋
根に搭載でき手軽に運搬可能で、一般に広く流通している長さ３メートル未満の簡易な構
造を有する船舶に小出力モーター又は船外機を装備した、所謂、ミニボートの利用が多く
見られるようになった。これらのミニボートについては、①その性能及び航行形態から航行
する水域は自ずと限られ、緊急時の対応が容易であること、②通常２〜４ノット程度の速力
を有し、操縦が容易であること、③１人又は２人という少人数の個人利用に限られることか
ら、新たに平成15年に適用除外とされた。
本要望の適用除外の範囲を長さ５メートルに拡大することについては、長さ３メートル未満
の船舶と比較して①船舶が大きくなることにともない航行する水域は一般的に広範囲とな
り、緊急時の対応が困難になるとともに、風や潮流の影響を大きく受けることから漂流等
の危険性が増すこと、②小出力モーター等を大きな船舶に備えることにより、操縦が困難
となること、③乗船者の数が増加することから、船舶検査を適用除外とすることはできな
い。

−

<登録>
漁船、ろかい舟等の一部の船舶（推進
機関を有する長さ3メートル未満、出力
20馬力未満の船舶を含む）を除き、総ト
ン数２０トン未満の小型船舶は、小型船
舶登録原簿に登録を受けたものでなけ
れば、これを航行の用に供してはならな
い。

＜免許＞
小型船舶を安全に操船するためには、気象情報の収集、港内の交通ルール、出入港時の
注意点等の知識を身に付けておくことが必要であり、特に港内等の船舶交通のふくそうす
る海域においては一層その必要性が高まるものであり、これらの知識は小型船舶操縦士
免許の取得の際に試験等により確認し担保しているところである。このため、船長の遵守
事項においても免許者による操縦を義務付けているところであり、一定の大きさ以上の船
についてはこのような免許受有者による操縦が不可欠である。一方、低速力でかつ自家
用車の屋根に搭載できるミニボートは、長さが概ね３メートル未満であり、緊急時の停止や
回避が容易で、特段の知識・技能を免許制度によって担保する必要もないことから免許を
不要としている。
本要望の適用除外の範囲を長さ５メートルに拡大することについては、船舶が大きくなるこ
とによって操縦が難しくなることなど上記船舶検査と同様の理由から、航行の安全を確保
する上でより高度な知識・技能が求められるため、免許を不要とする措置はできない。

−

ｚA160013

国土交通省

ヨット、カヌーについての安全を進
めるため、１海里以内においての動
力使用について免許等不要とする
規制改革

5004

5004A002

1

山田貢

2

<登録>
小型船舶の登録制度は、放置艇の適正な保管場所への誘導や
不法投棄の未然防止、多重売買等のトラブルの防止や信用販
売の円滑化等を図る観点から、平成１４年４月１日に施行され、
本年４月に現存船（法施行の際に現に航行の用に供していた
船舶）の新規登録への猶予期間が終了したばかりであり、制度
としての基礎が整ったところである。適用対象船舶の見直しに
ついては、制度の定着状況や上記目的の達成状況を踏まえ検討
する必要があるが、その必要性は現在認められない。

放射性同位元素の使用、販売、賃貸、
廃棄その他の取り扱いについては、放
下水道法施行令第９ 射性同位元素による放射線障害の防
e
止に関する法律により規制されている。
条、第９条の９
放射線同位元素の取り扱いについて
は、下水道法では規定されていない。

都市計画法第１５条

措置の概要
（対応策）

ｃ

−

放射性同位元素の使用、販売、賃貸、
廃棄その他の取り扱いについては、放
射性同位元素による放射線障害の防
止に関する法律（以下「法」という。）に
より厳格に規制されており、次の理由
のとおり、改正後の法の規定によって
も、放射線障害を及ぼすような放射性
同位元素が下水道に流入するおそれ
はないと考える。（理由）文部科学省放
射線規制室によれば、平成１６年の改
正は、国際原子力機関等の国際機関
が定めた国際安全基準免除レベルを
規制下限値に取り入れたものであるこ
と、国内法への取り入れに当たっては、
放射線審議会において科学的な検討
がなされた結果、取り入れが行われた
ものであることから、国民を放射性同位
元素による被ばくから保護する観点か
らは問題がないものと考えているとのこ
とである。

１ 現行制度の定着状況を見極める
フォローアップにおいて出された各地方
公共団体からの意見を踏まえ、地方分
権の観点から、都市計画権限のあり方
について、関連する制度のあり方を含
めて検討を行う予定であるが、意見の
内容により、検討の内容、期間及び手
法が変わってくることから、現時点で、
具体的な検討期間及び手法を申し上げ
ることはできない。
２ 区域区分に関する都市計画は、人
口及び産業の将来の見通し等を勘案し
つつ、市街化を促進すべき地域と市街
化を抑制すべき地域を区分して、都市
的土地利用と農業的土地利用の必要
な調整を図ることにより、地域社会の発
展を確保する根幹的な都市計画である
ことから、都道府県が定めることとされ
ており、指定都市を含め、市町村が定
めることは適当でない。

ｚA160014

ｚA160015

国土交通省

国土交通省

放射線障害防止法の一部改正後
における下水道の適正な維持管理

都市計画決定権限の中核市への
移譲（区域区分）

5015

5019

5015A001

5019A001

10/41

1

1

夏目享之

横須賀市

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

要望理由

その他
（特記事項）

ヨットの陸からの出入りについては、近
年の海洋レジャーの進展に伴い､他船
の出入りもあるなか、無風でヨットが動
かなかったり、弱風でのろのとしか動
けない、又風利用のため風向きによっ
ヨット、カヌーについて沿岸から１海里
てはジグザグにしか動けないなど危険
ヨット、カヌーについての安全を進
地域において、法廷舟長５ｍ以内につ 規制改革による小型ヨットへの動力併 が多くなってきている｡そのため法船長
めるため、１海里以内においての動
いても、動力１．５ＫＷ、２馬力以内動 用の普及による安全対策、及びヨット ３ｍ、動力１．５ＫＷ、あるいは２馬力以
力使用について免許等不要とする
力使用において免許、船検、船舶登録 レース、大会、ヨット教室
下にこだわらず舟長５ｍ以下について
規制改革
不要としてほしい。
も免許不要、船検不用、船舶登録不要
とし１海里以内は制限なく動力を使用
可能にして海の安全対策を進めてほし
い。
１海里以内においても無
風状態でヨットが動けない状態、及び
急に海が荒れてきた、

このたびの「放射性同位元素等によ
る放射線障害の防止に関する法律」の
一部改正により、規制対象外となった
者や基準以下の放射性同位元素を新
たに使用などする者が使用等した放射
放射線障害防止法の一部改正後 性同位元素を下水道に流入させた場
における下水道の適正な維持管理 合には、下水道を維持管理する事業
者の健康への影響や放流先の公共用
水域などを汚染するおそれがあること
から、これを未然に防ぐため、下水道
法の一部改正や通達等を出すなどの
措置を行うことを強く要望します。

都市計画決定権限の中核市への
移譲（区域区分）

都道府県が有している区域区分の都
市計画決定権限について、中核市に
移譲すること

下水道の施設・機能の保全や公共用
水域の水質の保全を図るため、悪質
下水の流入防止策として、例えば、①
下水道法施行令第9条、第9条の9第1
項（除外施設の設置等に関する条例
の基準）に、改正前の「放射性同位元
素等による放射線障害の防止に関す
る法律」等で定めた基準を超える放射
性同位元素を流入させないことを追加
するなど、下水道法令の一部を改正し
たり、②放流水及び下水道汚泥中の
放射性同位元素濃度の定期モニタリン
グの実施をするなどして、改正後の放
射線障害防止法で定める基準を超え
るおそれのある場合には関係省庁へ
連絡したり

放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律（以下、「放射
線障害防止法」という。）の一部改正等
により、17年6月1日以降、同法令等で
規制されていた放射性同位元素の基
準が緩和され、場合によっては、下水
道の維持管理者の知らない物質が下
水道へ流入するおそれがでてきまし
添付資料
た。
・概要
例えば、①放射線障害防止法に基づ ・参考
く廃止届出により規制対象外となった
者や同法の基準以下の放射性同位元
素を新たに使用などする者が使用等し
た放射性同位元素を下水道に流入さ
せた場合には、下水道を維持管理する
事業者の健康への影響や放流先の公
共

区域区分（市街化区域及び市街化調
整区域）で、隣接市町や農林漁業との
調整を必要としないものについてまで
国の関与のもとに都道府県が都市計
画決定権限を有する必要性は低い。
行財政能力のある中核市に都市計画
決定権限を移譲すべきである。

①都道府県決定の都市
計画について、都道府
県が多くの時間を費や
して国土交通省又は関
係省庁と協議・同意し決
定等しなければならな
いことは、市にとってタ
イムリーな土地利用転
換誘導や迅速な市街地
整備の障害になってい
る。地方分権をより推進
し市民に軸足をおいた
まちづくりを推進するう
えで、政令指定市に次
ぎ行財政能力のある中
核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限
を包括的に移譲すべき
である。この権限移譲
は、市民にとっては土地
利用の規制改革につな
がるものであることか
ら、強く要望する。
②都市計画区域が一地
方自治体の区域内で構

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

三大都市圏の既成市街地、近郊整備
都市計画法第１５条
地帯及び政令指定都市の区域を含む
ｃ
都市計画法施行令
都市計画区域内においては、都道府県
第９条
が用途地域を定める。

１ 三大都市圏では、市街地が市町村の行政区域
を越えて連たんしているため、広域的な見地から調
整を行う観点から、都道府県が用途地域に関する
都市計画を決定することとしており、地域を限定し
て権限の移譲等を行おうとする趣旨とは相容れな
いものである。
なお、現行制度上、市町村は、都道府県に対し、
都道府県が定める都市計画の案となるべき事項を
申し出ることができるとされており、当該制度が活
用されることにより、都道府県が定める都市計画に
市町村の実情は反映される。この点に関しては、
平成１６年３月に改正された「都市計画運用指針」
において、「都道府県が都市計画を決定するとき
は、市町村との十分な連携・調整を図るべきであ
り、特に市町村からの案の申し出がある場合には、
当該案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ適
切に都市計画を決定することが望ましい。」という
記述がされている。また、平成１６年４月に改正さ
れた都市再生特別措置法においては、都市再生整
備計画に定められた事業の実施に伴い決定・変更
が必要となる地域地区に関する都市計画につい
て、市町村から都道府県への当該都市計画の決
定・変更の要請とその要否に関する都道府県の判
断の義務づけに関する規定が設けられている。
２ また、現行制度の定着状況を見極めるフォロー
アップにおいて出された各地方公共団体からの意
見を踏まえ、フォローアップ後速やかに、地方分権
の観点から、都市計画決定権限のあり方につい
て、関連する制度のあり方等を含めて検討を行う
予定である。

臨港地区内の重要港湾に係る都市計
画については、都道府県が定めるもの ｃ
とする。

１ 現行制度の定着状況を見極める
フォローアップにおいて出された各地方
公共団体からの意見を踏まえ、地方分
権の観点から、都市計画権限のあり方
について、関連する制度のあり方を含
めて検討を行う予定であるが、具体的
な検討期間及び手法に関しては、意見
の内容により、検討の内容、期間及び
手法が変わってくることから、現時点
で、具体的な検討期間及び手法を申し
上げることはできない。
２ 指定都市は、制度上、都道府県並
みの事務執行能力を認められ、都道府
県並みの権限を付与して、一定の独立
性を認めているものであり、都道府県と
協働して事務執行を行うことが予定さ
れている中核市とは異なる位置づけが
なされている。したがって、中核市が指
定都市と同等の都市計画の事務執行
能力を有しているとすることはできず、
中核市を指定都市と同様に都市計画
決定権限の移譲を行うことは適当でな
い。

都市計画法第15条
都市計画法施行令
第９条

道路法第３条の１の一般国道又は都道
都市計画法第１５条 府県道路以外で４車線以上の道路、面
都市計画法施行令 積が１０ヘクタール以上の公園及び市 ｃ
街地開発事業に関する都市計画につ
第９条
いては、都道府県が定めるものとする。

１ 現行制度の定着状況を見極める
フォローアップにおいて出された各地方
公共団体からの意見を踏まえ、地方分
権の観点から、都市計画権限のあり方
について、関連する制度のあり方を含
めて検討を行う予定であるが、具体的
な検討期間及び手法に関しては、意見
の内容により、検討の内容、期間及び
手法が変わってくることから、現時点
で、具体的な検討期間及び手法を申し
上げることはできない。
２ 指定都市は、制度上、都道府県並
みの事務執行能力を認められ、都道府
県並みの権限を付与して、一定の独立
性を認めているものであり、都道府県と
協働して事務執行を行うことが予定さ
れている中核市とは異なる位置づけが
なされている。したがって、中核市が指
定都市と同等の都市計画の事務執行
能力を有しているとすることはできず、
中核市を指定都市と同様に都市計画
決定権限の移譲を行うことは適当でな
い。

その他

管理コード

ｚA160016

ｚA160017

ｚA160018

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

都市計画決定権限の中核市への
移譲（三大都市圏内における用途
地域）

都市計画決定権限の中核市への
移譲（重要港湾区域内の臨港地区
の変更）

都市計画決定権限の中核市への
移譲（４車線以上の市道、市が整備
する面積10ヘクタール以上の公園
及び市街地開発事業の決定又は
変更）

要望
管理番
号

5019

5019

5019

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5019A002

5019A003

5019A004
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1

1

1

要望主体名

横須賀市

横須賀市

横須賀市

要望
事項番
号

2

3

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

要望理由

その他
（特記事項）

都市計画決定権限の中核市への 都府県が有している三大都市圏内の
移譲（三大都市圏内における用途 用途地域の都市計画決定権限につい
地域）
て、中核市に移譲すること

①三大都市圏内の用途地域の変更
で、隣接市町との調整を必要としない
ものについてまで国の関与のもとに県
が都市計画決定権限を有する必要性
は低い。行財政能力のある中核市に
都市計画決定権限を移譲すべきであ
る。
②用途地域の都市計画決定権限は、
三大都市圏内は都府県であるが、これ
ら区域以外の市町村には既に権限移
譲されている。

①都道府県決定の都市
計画について、都道府
県が多くの時間を費や
して国土交通省又は関
係省庁と協議・同意し決
定等しなければならな
いことは、市にとってタ
イムリーな土地利用転
換誘導や迅速な市街地
整備の障害になってい
る。地方分権をより推進
し市民に軸足をおいた
まちづくりを推進するう
えで、政令指定市に次
ぎ行財政能力のある中
核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限
を包括的に移譲すべき
である。この権限移譲
は、市民にとっては土地
利用の規制改革につな
がるものであることか
ら、強く要望する。
②都市計画区域が一地
方自治体の区域内で構

都道府県が有している重要港湾区域
における臨港地区の都市計画決定権
限のうち、当該港湾の管理者と中核市
都市計画決定権限の中核市への
の長が同一であり、都市計画区域が
移譲（重要港湾区域内の臨港地区
当該市の区域のみで設定されている
の変更）
場合における変更にあっては、その都
市計画決定権限を中核市に移譲する
こと

①都道府県決定の都市
計画について、都道府
県が多くの時間を費や
して国土交通省又は関
係省庁と協議・同意し決
①中核市である本市は、重要港湾を有 定等しなければならな
しており、その管理者は市長である。 いことは、市にとってタ
重要港湾区域内の臨港地区の変更に イムリーな土地利用転
ついては、当該港湾管理者が当該市 換誘導や迅速な市街地
の長であり都市計画区域が当該市の 整備の障害になってい
区域のみで設定されている場合で、か る。地方分権をより推進
つ、隣接市との調整を必要としないも し市民に軸足をおいた
のについてまで国の関与のもとに都道 まちづくりを推進するう
府県が都市計画決定権限を有する必 えで、政令指定市に次
要性は低い。
ぎ行財政能力のある中
②また、臨港地区は、港湾管理者であ 核市に政令指定市と同
る市長が国土交通省関与のもとに定 様に都市計画決定権限
めた港湾計画に基づくものであること を包括的に移譲すべき
から、当該市の権限で都市計画決定 である。この権限移譲
又は変更できることにすべきである。 は、市民にとっては土地
利用の規制改革につな
がるものであることか
ら、強く要望する。
②都市計画区域が一地
方自治体の区域内で構

都道府県が有している４車線以上の道
都市計画決定権限の中核市への 路、面積10ヘクタール以上の公園及び
移譲（４車線以上の市道、市が整備 一定規模以上の市街地開発事業の都
する面積10ヘクタール以上の公園 市計画決定権限のうち、市が整備する
及び市街地開発事業の決定又は もので隣接する市町村との調整を必要
変更）
としない都市計画については、その決
定権限を中核市に移譲すること

①都道府県決定の都市
計画について、都道府
県が多くの時間を費や
して国土交通省又は関
係省庁と協議・同意し決
定等しなければならな
いことは、市にとってタ
イムリーな土地利用転
換誘導や迅速な市街地
道路、公園及び市街地開発事業の都
整備の障害になってい
市計画決定又は変更のうち、市が整備
る。地方分権をより推進
するもので隣接する市町村との調整を
し市民に軸足をおいた
必要としないものについてまで国の関
まちづくりを推進するう
与のもとに都道府県が都市計画決定
えで、政令指定市に次
権限を有する必要性は低い。
ぎ行財政能力のある中
行財政能力のある中核市に都市計画
核市に政令指定市と同
決定権限を移譲すべきである。
様に都市計画決定権限
を包括的に移譲すべき
である。この権限移譲
は、市民にとっては土地
利用の規制改革につな
がるものであることか
ら、強く要望する。
②都市計画区域が一地
方自治体の区域内で構

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

面積が１０ヘクタール以上の風致地区
都市計画法第１５条
及び特別緑地保全地区についての都
ｃ
都市計画法施行令
市計画は、都道府県が定めるものとす
第９条
る。

１ 現行制度の定着状況を見極める
フォローアップにおいて出された各地方
公共団体からの意見を踏まえ、地方分
権の観点から、都市計画権限のあり方
について、関連する制度のあり方を含
めて検討を行う予定であるが、具体的
な検討期間及び手法に関しては、意見
の内容により、検討の内容、期間及び
手法が変わってくることから、現時点
で、具体的な検討期間及び手法を申し
上げることはできない。
２ 指定都市は、制度上、都道府県並
みの事務執行能力を認められ、都道府
県並みの権限を付与して、一定の独立
性を認めているものであり、都道府県と
協働して事務執行を行うことが予定さ
れている中核市とは異なる位置づけが
なされている。したがって、中核市が指
定都市と同等の都市計画の事務執行
能力を有しているとすることはできず、
中核市を指定都市と同時に都市計画
決定権限の移譲を行うことは適当でな
い。

都市計画法第５８条
風致地区内における
建築等の規制に係る
条例の制定に関する
基準を定める政令第
２条

風致地区内においては、建築物の建
築、宅地の造成、木竹の伐採その他の
行為については、面積が１０ｈａ以上の ｃ
ものは都道府県が定めるものとしてい
る。

１ 現行制度の定着状況を見極める
フォローアップにおいて出された各地方
公共団体からの意見を踏まえ、地方分
権の観点から、都市計画権限のあり方
について、関連する制度のあり方を含
めて検討を行う予定であるが、具体的
な検討期間及び手法に関しては、意見
の内容により、検討の内容、期間及び
手法が変わってくることから、現時点
で、具体的な検討期間及び手法を申し
上げることはできない。
２ 指定都市は、制度上、都道府県並
みの事務執行能力を認められ、都道府
県並みの権限を付与して、一定の独立
性を認めているものであり、都道府県と
協働して事務執行を行うことが予定さ
れている中核市とは異なる位置づけが
なされている。したがって、中核市が指
定都市と同等の都市計画の事務執行
能力を有しているとすることはできず、
中核市を指定都市と同様に都市計画
決定権限の移譲を行うことは適当でな
い。

建築主は、建築物の用途、規模若しく
は構造又は建築される区域に応じて、
建築物を建築しようとする場合において
建築基準法第６条第
は、当該工事に着手する前に、その計
c
１項、建築基準法施
画が建築基準関係規定に適合するも
行令第９条
のであることについて、確認の申請書
を提出して建築主事又は指定確認検査
機関の確認を受けなければならない。

確認が必要な建築基準関係規定に
は、建築主事又は指定確認検査機関
において基準への適合を覊束的に確認
するものと、都市部局における開発許
可など関係部局の裁量を伴うものがあ
り、手戻り等を避けるためにも、裁量を
伴うものについては直接に担当部局と
協議を行うことが合理的、効率的であ
る。

その他

管理コード

ｚA160019

ｚA160020

ｚA160021

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

項目

都市計画決定権限の中核市への
移譲（面積10ヘクタール以上の風
致地区・特別緑地保全地区の決定
又は変更）

風致地区内行為の規制条例制定
権限の中核市への移譲

国土交通省 農 建築確認申請のワンストップサービ
林水産省
ス

要望
管理番
号

5019

5019

5020

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5019A005

5019A006

5020A001

12/41

1

1

1

要望主体名

横須賀市

横須賀市

個人

要望
事項番
号

5

要望事項
（事項名）

都市計画決定権限の中核市への
移譲（面積10ヘクタール以上の風
致地区・特別緑地保全地区の決定
又は変更）

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）

都道府県が有している面積10ヘクター
ル以上の風致地区・特別緑地保全地
区の都市計画決定権限のうち、隣接す
る市町村との調整を必要としない都市
計画については、その決定権限を中核
市に移譲すること

面積が10ヘクタール以上の風致地区・
特別緑地保全地区で、隣接する市町
村との調整を必要としないものについ
てまで国の関与のもとに都道府県が都
市計画決定権限を有する必要性は低
い。
行財政能力のある中核市に都市計画
決定権限を移譲すべきである。

①都道府県決定の都市
計画について、都道府
県が多くの時間を費や
して国土交通省又は関
係省庁と協議・同意し決
定等しなければならな
いことは、市にとってタ
イムリーな土地利用転
換誘導や迅速な市街地
整備の障害になってい
る。地方分権をより推進
し市民に軸足をおいた
まちづくりを推進するう
えで、政令指定市に次
ぎ行財政能力のある中
核市に政令指定市と同
様に都市計画決定権限
を包括的に移譲すべき
である。この権限移譲
は、市民にとっては土地
利用の規制改革につな
がるものであることか
ら、強く要望する。
②都市計画区域が一地
方自治体の区域内で構

都道府県が有している面積10ヘクター
ル以上の風致地区内行為の規制条例
制定権限を中核市に移譲すること

風致地区内行為の規制条例は、面積
が10ヘクタール以上の風致地区にあっ
ては都道府県が制定し、10ヘクタール
未満のものは市町村が制定することに
なっている。一方、行為許可は、風致
上記提案（面積10ヘク
地区の面積にかかわらず中核市にそ
タール以上の風致地区
の権限が移譲されている。条例内容は
の都市計画決定権限の
許可を行う際の基準であるとともに、許
移譲）に関連する事項
可は当該市及び当該風致地区の特性
等をも考慮して行う必要があることか
ら、面積が10ヘクタール以上の風致地
区に係る条例制定権限も行為許可権
限と一対で移譲すべきである。

6

風致地区内行為の規制条例制定
権限の中核市への移譲

1

現在の建築確認申請は、各法令によ
建築確認申請をするために複数のセク
る諸手続きが必要であり都市計画課、
ションに足を運ばなければならない。ま
建築指導課、農業委員会、道路管理 書類審査が1箇所で済むこと及び書類 た、各自治体ごとに書式も異なるため １．現状について ２．問
建築確認申請のワンストップサービ
課など複数のセクションで事前協議を 審査・効率化・許可について官民競争 処理に時間がかかるため。このために 題点
３．要望
ス
したり、諸手続きを踏まなければならな が行うこと。
多くの公務員を配置している現状があ ４．効果
い。そこで、窓口を1箇所にして効率的
り、これらを解決することにより効率化
に建築確認申請を行う。
を目指す。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

港湾法第４４条第１
項
港湾法第４４条の２
第１項
地方自治法第２２５
条
地方自治法第２３８
条の４第４項

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

入港料、港湾施設使用料については港
湾管理者がその徴収の有無も含め料
率を条例により定めている。さらに、そ
れら料金に係るインセンティブ(減免措
置）が、港湾管理者の政策的な判断に ｄ
より、条例に基づき、かつ、利用者に対
し不平等な取扱いとならないような公正
な対応により積極的に導入されている
ところである。

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付
料の額は減価償却、修繕費、管理費、
外貿埠頭公団の解
災害復旧引当金、貸倒引当金、支払利
散及び業務承継に
ｂ
息等の費用額の合計を基準とし、か
関する法律施行規則
つ、岸壁等に係る外貿埠頭の建設に要
第５条第１項
した資金の償還を考慮して、埠頭公社
が定めている。

我が国海運の健全な発展に資すること
を目的として、造船事業者が総トン数２,
５００トン以上又は長さ９０メートル以上
臨時船舶建造調整 の船舶であって、遠洋区域又は近海区
b
法第２条及び第４条 域を航行できる構造を有するものを建
造しようとするときは、その建造の着手
前に国土交通大臣の許可を受けなけ
ればならないとされている。

措置の概要
（対応策）

-

制度の現状にも記述している通り、現
行の制度により対応可能となっている。

−

公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社
等との間で結ぶ岸壁等賃貸借契約によ
る民間契約で決定されている。しかし、
公社が原価を大きく下回る岸壁等貸付
料を設定することは、公社の経営を危う
くし、埠頭整備に係る債務償還に支障
を来すおそれがある。また、原価を上回
る貸付料を設定することは、公益法人
の本来の目的を逸脱するばかりか、船
社等の経営を不当に圧迫するおそれが
ある。
このような観点から、国は岸壁等貸付
料の算定基準を定めると同時に、国土
交通大臣に届けられた貸付料について
は、是正が必要な場合には、変更命令
が担保されているところである。
なお、国において、国際競争力の強 化・確保を図るため、岸壁整備への国
費の投入、無利子貸付の拡充、税制等
の支援施策を実施しており、公社埠頭
の貸付料の低減に寄与しているところ
である。
また、厳しい国際競争下で市場が価
格を決定する動きが広がりつつある中
では、貸付料においても現状の原価回
収主義の運用では対応が困難な場合
もあり、今後は柔軟かつ弾力的な対応
を図っていく必要があることから、国、
港湾管理者、埠頭公社等の関係者が
連携し、埠頭公社の果たす役割、借入
金の償還及び財務状況等について考
慮しつつ、積極的に幅広い検討を行っ
ていくこととしているところである。

Ⅰ

商業的造船業における正常な競争条
件に関する協定の発効後、可及的速や
かに臨時船舶建造調整法の改廃を含 −
む建造許可制度の抜本的な見直しを行
う。

その他

管理コード

ｚA160022

ｚA160023

ｚA160024

制度の
所管官庁等

項目

財務省 総務省 港湾関係諸税ならびに諸料金の適
国土交通省
正化

国土交通省

国土交通省

外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の
適正化

船舶の建造許可に当たっての手続
きの一層の簡素化

要望
管理番
号

5022

5022

5022

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5022A001

5022A002

5022A004

13/41

1

1

1

要望主体名

社団法人日本船主協会

社団法人日本船主協会

社団法人日本船主協会

要望
事項番
号

1

2

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

要望理由

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
港湾関係諸税ならびに諸料金の適 料、公共岸壁使用料等）の徴収の目的
正化
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」が課されている（さらに日本籍船
には固定資産税が課されている）。ま
た、税ではないが、殆どの港では、環
境整備負担金として「入港料」が別途
設定され徴収される等二重三重の負
担となっている。諸外国では、このよう
な二重・三重の負担はなく、さらに、徴
収する場合であっても、その徴収目的
が港湾の維持・改修費用など使途が
明確化されている。しかし、わが国で
は、目的も使途も全く不明確であり、さ
らに、「とん税」は国税（財務省）、「特
別とん税」は地方贈与税（港

原価主義に基づく料金の妥当性の検
証及び、荷動きの実態や公共埠頭料
金との格差等を勘案した、より弾力的
で国際競争力のある料金設定を可能
とすること《２００４年１０月より５回に亘
り開催されたスーパー中枢港湾選定
委員会｢港湾の管理・運営のあり方に
関する検討部会」で取り纏められた施
策を速やかに実施する》

昭和55年12月16日の港湾審議会答申
では外貿埠頭公団の業務の移管に関
して、『・・・・・外貿埠頭の管理運営とい
う公共的かつ国家的に重要な業務を
行うものであるので前述の通りこれを
適切かつ確実に運営していくことが出
来るような財団法人を国が指定すると
ともに、指定された財団法人に対して
も法人の指定に伴う通常の監督のほ
か、国の海運政策及び港湾政策との
整合性の取れた外貿埠頭の整備及び
管理が行われるよう国の監督措置が
必要となる。たとえば、貸付料の適正
な水準の確保、外貿埠頭施設の処分
などの制限、需給バランスと港湾間の
機能

外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の
適正化

船舶の建造許可申請手続きの簡素化
については、現在検討が進められてい
るOECD造船協定が発効した際に、臨
船舶の建造許可に当たっての手続
時船舶建造調整法の改廃を含む建造
きの一層の簡素化
許可制度の抜本的見直しを行うとのこ
とであるので、同協定発効後速やかな
見直しをお願いしたい。

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付
料の額は減価償却、修繕費、管理費、
災害復旧引当金、貸倒引当金、支払
利息等の費用額の合計を基準とし、か
つ、岸壁等に係る外貿埠頭の建設に
要した資金の償還を考慮して、埠頭公
社が定めている。

当該規則は、「我が国の国際海運の健
全な発展に資することを目的とした臨
時船舶建造調整法（昭和28年）に基づ
き、造船事業者が総トン数2,500トン以
上又は長さ90ｍ以上で、遠洋区域又
は近海区域を航行区域とする鋼製の
船舶を建造しようとするときは、その建
造の着手前に国土交通大臣の許可を
受けなければならない。」とされている
ものである。本法制定時には意義が
あったものと思われるが、近年の近隣
諸国の造船所の発展もあり、我が国に
おいてのみ本法に基づき需給調整を
行うことの意義は、もはやないものと思
われる。

その他
（特記事項）

昨年度にスーパー中枢
港湾選定委員会のＷ／
Ｇ｢港湾の管理・運営の
あり方に関する検討部
会」において、船社側主
張がある程度認められ｢
公社ターミナル料金に
ついては公社ターミナ
ルのコスト低減化に真
剣に取り組むことが必
要になってきており、そ
のためには、原価回収
主義の柔軟な運用も視
野に入れていく」との方
針が示されたので、今
回は検討部会で規制緩
和の方針が出されたと
の事実を括弧書で追記
して規制緩和の実現を
迫る

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

道路運送車両法第６ 貨物自動車（車両総重量８トン超）の検
c
１条
査証の有効期間は、１年ごとである。

自動車の保管場所
の確保等に関する法
律第３条
貨物自動車運送事
業法第４条

・鉄道事業法第三条
第一項
・鉄道事業法第五条
第一項
・鉄道事業法第七条
第一項
・鉄道事業法施行規
則第二条第二項第
八号

自動車の保有者は、当該自動車の保
管場所を確保しなければならないことと
されている。貨物自動車運送事業者の
保有する車庫の確保状況の確認は、車 ｃ
庫の概要を貨物自動車運送事業の事
業計画記載事項とすることにより行って
いる。

鉄道事業を経営しようとする者は、路線
及び鉄道事業の種別ごとに国土交通
大臣の許可を受けなければならない。
当該事業の許可に当たっては、事業の ｃ
計画が経営上・輸送の安全上適切なも
のであるか等を基準として判断すること
としている。

措置の概要
（対応策）

-

自動車検査証の有効期間については、
国土交通省の「自動車の検査・点検整
備に関する基礎調査検討会」におい
て、有効期間の延長を判断するための
調査を行い、本年３月にその結論を得
た。その結論を踏まえ「規制改革・民間
開放推進３ヵ年計画（改定）」において、
「自動車の検査・点検整備制度の在り 方について検査対象車種全般に亘り総
合的に検討を行った結果、小型二輪車
の自動車検査証の有効期間について
は、初回２年を３年に延長が可能」とさ
れたところであり、トレーラ等の四輪車
の有効期間については現行の１年の期
間で適当との結論を得ている。

−

船内及び港頭地区の駐車場にある
シャーシの数は、景気変動、季節波
動、トラック事業者の内航輸送の利用
状況等により変動するものであり、その
数をあらかじめ特定することはきわめて
困難であるため、その数を見込んで車
庫１か所あたり複数のシャーシの使用
を認めることはできない。
仮に、船内及び港頭地区の駐車場に
あるシャーシの数を特定することができ
たとしても、車庫１か所あたり複数の
シャーシの使用を前提とする事業計画
は、自動車の保管場所の確保等に関 する法律の趣旨に反するものであり、
貨物自動車運送事業法上も認められな
い。
なお、フェリー会社等が確保している
シャーシ置場や市の港湾局が提供する
港湾用地等の陸上の駐車スペースに
ついては、貨物自動車送事業者が当該
土地の所有者と賃貸借契約を締結する
等により車庫として使用する権原を取
得すれば、事業計画上の車庫として認
められ、その分については別途車庫を
確保する必要はなくなる。

−

（1）について
公共輸送という面で、地域に与える影
響は重要であり、また、安全面の確保
等の責任はどの種別の鉄道事業であっ
ても同じである。鉄道事業法第五条第
一項は、鉄道事業において、基本的に
確保されるべき条件や基準を定めてい
るものであって、ある特定の種別の事
業者が緩やかにされるようなものでは
ない。
（2）について
第二種鉄道事業者として鉄道事業を
経営する上で、第一種鉄道事業者又は
第三種鉄道事業者との間で線路使用 −
に係る契約の締結は当然であり、過重
な負担を求めているものではなく、必要
不可欠なものとして、契約が締結されて
いる証明として契約書の写しを求めて
いるため、これを協議の記録で足りると
することはできない。
（3）について
第一種鉄道事業者又は第三種鉄道
事業者が、第二種鉄道事業者に新たに
鉄道線路を使用させる場合、鉄道事業
の遂行可能性、輸送の安全性等に関し
て事前に審査する必要があるため、申
請不要とすることはできない。

その他

管理コード

ｚA160025

ｚA160026

ｚA160027

制度の
所管官庁等

項目

内航輸送用トレーラー・シャーシの
車検制度の緩和

国土交通省

警 内航輸送用トレーラー・シャーシの

国土交通省
察庁

国土交通省

車庫に関する規定の見直し

既設路線を活用した夜行列車運行
事業参入の規制緩和

要望
管理番
号

5022

5022

5024

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5022A007

5022A008

5024A001

14/41

1

1

1

要望主体名

社団法人日本船主協会

社団法人日本船主協会

ＮＰＯ法人 全国鉄道利用者
会議

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）

7

モーダルシフトに資する海上輸送用の
内航輸送用トレーラー・シャーシの
トレーラー・シャーシに対する車検制度
車検制度の緩和
を現行の1年から3年にする。

モーダルシフトに資する海上輸送用の
トレーラー・シャーシに対する自動車検
査証の有効期限は、毎日陸上輸送し
ている一般のトラック同様1年である。
主に海上輸送用であるトレーラー・
シャーシは、本船船内または港頭地区
駐車場に停車している状態が長く、陸
上走行距離が短いものとなっている。
また、シャーシ自体は動力を持たず、ト
レーラー（ヘッド）に牽引されるだけで
ある。このような使用実態に即し、モー
ダルシフトに資する海上輸送用のト
レーラー・シャーシに対する車検制度
を現行の1年から3年にすべきである。

8

内航輸送用シャーシ運用上において
は、登録用車庫確保の負担が所有者
に強いられる一方、その車庫はほとん
ど利用されておらず、現在の規制は利
用実態にそぐわないため、内航輸送用
内航輸送用トレーラー・シャーシの シャーシについては、車庫一台のス
車庫に関する規定の見直し
ペースで複数台登録できるようにする
べきである。さらに、こうしたトレー
ラー・シャーシの特殊性から港頭地区
の公共バースの後背地およびフェ
リー・RORO船の船内のスペースを車
庫として認めるべきである。

自動車の保有者は車庫法により保管
場所を確保しなくてはならないが、海上
輸送用トレーラー・シャーシについても
一般のトラック同様、同法が適用され
ている。しかし、内航輸送用シャーシの
車庫の利用実態は、船内及び港頭地
区の駐車場に限られ、かつ運用上常
時海上輸送のものもある。トレーラー
ヘッド、シャーシ夫々1台ずつの車庫取
得に加え、港頭地区におけるヤードの
確保が仕出し地／仕向け地両方で必
要となり、実質取扱いトレーラー・
シャーシの約4倍の車庫の確保が必要
となる。このため、モーダルシフトに資
する海上輸送用に利用されるシャーシ

1

既に鉄道輸送サービスが提供されて
いる路線において、深夜帯など運行頻
度の比較的少ない時間帯に限定して
第２種鉄道事業を経営しようとする鉄
道事業者について、参入手続及び審
査を下記の通り規制緩和する。
(1)鉄道事業法第５条第２項の国土交
既設路線を活用した夜行列車運行 通省令で定める要件に、上記に該当
事業参入の規制緩和
するケースを追加し、第２種鉄道事業
参入許可における審査基準から「事業
計画が経営上適切であること」を除外
する。
(2)第２種鉄道事業参入許可申請に必
要とされる、鉄道事業法施行規則第２
条第２項第８号「鉄道線路の譲渡及び
譲受又は使用に関する契約書の写し

長距離交通機関のうち、旅客輸送は
航空と高速バス、貨物輸送はトラック
が、最近では主要な位置を占めてい
る。その一方で、寝台特急や貨物列車 添付資料
などのいわゆる「夜行列車」は、廃止・ 資料１ 旅客鉄道分野
縮小が相次いでいる。安全性や環境 における需給調整規制
保全性に優れ、旅客に関しては横に寝 廃止に向けて必要とな
て移動できる特性を持つ夜行列車は、 る環境整備方策等につ
適正な活用により潜在需要を吸収して いて（運輸政策審議会
ネットワークを充実化できる可能性を 鉄道部会答申第16号；
持つが、それができないのは、鉄道事 抄）
業参入には航空や道路運送よりも不
資料２ 根拠法令の該
利な法令規制があることが、原因の１ 当条文（抄）
つである。
航空法では、航空事業者が空港の発
着枠を調整しつつ、新規路線

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

建設業法第７条第１
号
建設業法第７条第１
号イに掲げる者と同
等以上の能力を有す
る者を定める件（昭
和47年建設省告示
第351号）

【道路法関係】
道路法第４７条の２
第１項、車両制限令
第３条第２項
車両の通行の制限
について（昭和５３年
１２月１日道路局長
通達）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

許可の基準として、建設業の許可を受
けようとする者が法人である場合には
常勤の役員のうち一人が、また、個人
である場合には本人又はその支配人
のうち一人が、次のいずれかに該当す
c
ることが必要である旨規定している。
①許可を受けようとする建設業に関し５
年以上の経営業務の管理責任者として
の経験を有していること
②国土交通大臣が①に掲げるものと同
等以上の能力を有する者と認定した者

なし

水質浄化を行う工法は法令等で規定さ
れておらず、実施主体が効果やコスト
等を総合的に勘案して適切に選定して
いるところである。
国、県、周辺市町村の連携について
ｅ
も、「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」
において国や地方自治体が行う施策に
ついて調整が取られるなど、関係者間
の連携、役割分担が図られているとこ
ろである。

その他

いわゆる「執行役員」については、商法
等の法令上に権限及び責任等が定め
られておらず、その業務の範囲及び権
限の決定権が個々の企業に委ねられ
ているため、役員と同等の権限等を有
しているか否かを一律に判断すること
はできない。

管理コード

ｚA160028

制度の
所管官庁等

国土交通省

【道路法関係】
平成１５年１０月の緩和により、特例８
車種については概ね４４トン以下を分割
可能な貨物でも必要な条件を附して運
搬可能としたところ。道路の幅員は車両
幅2.5mに対応するよう設計されており、
それ以上の車両幅は交通の安全に非
常に大きく影響を与える。
全国的にも違反車両による事故が多発
していることから対応は困難。

【道路法関係】
一般的制限値を超えて車両を通行させ
るためには、車両の構造が特殊か、ま
たは積載物が分割不可能な単体物で
あるなど特殊なものである必要がある。

【道路運送車両の保安基準関係】
ｃ、ｄ
道路運送車両の保安基準に適合してな
ければ運行することができないが、その
【道路運送車両の保
構造により若しくはその使用の態様が
安基準関係】
特殊であることにより保安上及び公害
①保安基準第５５
防止上支障がないと認定された自動車
条、
について基準緩和が受けられることと
②自動車交通局長
なっている。
依命通達「基準緩和
自動車の認定要領」

措置の概要
（対応策）

−

−

ｚA160029

国土交通省

【道路運送車両の保安基準関係】
分割可能な貨物を輸送する場合であっ
ても、平成15年10月1日以降、車両総重
量３６トンまでの認定を受けることがで
きるよう、セミトレーラ等の積載条件の
見直しを実施したところ。
一方、幅の基準緩和は、その車両の通
行の影響が大きいため、必要最小限の
場合に限り認めているものである。従っ
て慎重な対応が必要である。

水質浄化を行う工法は、実施主体が効
果やコスト等を総合的に勘案して適切
に選定しているところであり、法令等で
規定されているものではない。
国、県、周辺市町村の連携について
も、「霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」
において国や地方自治体が行う施策に
ついて調整が取られるなど、既に関係
者間の連携、役割分担が図られている
ところである。

ｚA160030

国土交通省
境省

項目

建設業「経営管理者」資格要件の
執行役員への適用

一体で使用する建設機械を、許可
寸法内におさめるために、分けられ
た少数の構成要素の一括輸送可
能化

環 水質改善と

連携事業

『りん』抽出との

要望
管理番
号

5027

5028

5031

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5027A003

5028A001

5031A001

15/41

1

1

1

要望
事項番
号

要望主体名

社団法人 電子情報技術産
業協会

（社）日本建設機械工業会

有限会社
工 業

板 倉

3

1

1

要望事項
（事項名）

建設業「経営管理者」資格要件の
執行役員への適用

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

建設業法第七条で経営業務管理責任
者の要件について、“法人である場合
においては役員のうち常勤であるもの
の一人が、イ）許可を受けようとする建
設業に関し、5年以上経営業務の管理
責任者としての経験を有する者、ロ）国
土交通大臣がイに掲げる者と同等以
上の能力を有するものと認定した者”と
いう条件が課せられている。 また、国
総建発３５６号において、「執行役員」
その他の商法等の法令上で権限及び
責任等が定められた地位にない場合
について、建設業法七条第一号の基
準に適合するものの取り扱いが示され
ている。資本金や売上高が一定以上
で

特殊車両通行許可を取得したセミト
レーラによる建設機械の輸送におい
て、本来一体で使用する建設機械を、
一体で使用する建設機械を、許可
許可された寸法（高さ・巾・長さ）の範囲
寸法内におさめるために、分けられ
内におさめるために分けられた、少数
た少数の構成要素の一括輸送可
の構成要素を、許可された総重量以下
能化
であり且つ総重量44ｔ以下の場合にお
いて、一括輸送することを認めていた
だきたい。

水質改善と
連携事業

①浄化秀水プラントによる水質改善事
業（新工法）
②レナ・ビオトープ（循
環式せせらぎ流浄化型）による自然再
①水質改善
②自然の再生 ③
生事業
③複流水による湖沼全体
資源と各産業の再生
④災
『りん』抽出との
の浄化により魚資源の活性化及び関
害時生活用水確保
⑤『り
連産業の再生事業
④浄化
ん』『アオコ』の再利用
⑥雇用
レベルを上げる事で生活用水確保事
の創出
業（自走式浄化装置の活用） ⑤浄
化中に発生する副産物の活用 ⑥以
上に於ける雇用の創出

要望理由

その他
（特記事項）

近年、執行役員制度を導入する企業
が増加するなど、企業経営の実態に変
化がみられる。規模の大きな企業にお
いて、これらの変化の結果設置された
執行役員は、業務執行上、商法の定
める役員と同等の責任を有していると
考えられる。このため、建設業の経営
業務管理責任者の選定にあたっては、
執行役員は商法の定める役員と同等
に取り扱われることが妥当だと考える。

(1) 建設機械の構成要素複数個を同
一車両で輸送し積載効率、輸送効率を
向上したい。同時に環境負荷軽減
(1) 一括輸送の対象と
（CO2削減他）、環境汚染軽減、省エネ する主な構成要素は
ルギー、交通量緩和に貢献できる。
作業機類、運転室、マフ
ラー、履帯・タイヤ、ト
(2) 「単なる物品を複数個積載する場 ラックフレーム、エンジン
合」と「本来一体として用いる製品を、 等、および それらを除
許可された寸法の範囲内に抑えること いた建設機械本体であ
を目的に分け、その結果、複数となる る。
ものを積載する場合」とは区別し、後者
につき配慮いただきたい。
(2) 一括輸送する数は
少数（例えば５要素以
(3) ４４ｔの数値は、平成１５年１０月か 下）とする。
ら施行の特例８車種で４４ｔまで認めら
れた複数物積載と同じであり、道路へ
の負荷は同等である

国土交通省土浦工事事務所、茨城県 千葉県環境部エコテク・
庁や水戸市、霞ヶ浦周辺自治体（土浦 サポート、千葉県土木
市，霞ヶ浦市）牛久沼周辺自治体（龍ヶ 部都市河川課 県単河
崎市、牛久市）その他、千葉県庁、我 川環境整備委託（河川
孫子市などに出向き趣旨を説明するも 浄化施設機能調査）分
個個では出来ないとの事、国、県、周 析資料（一部抜粋）を添
辺市町村で一つに整えた連携事業とし 付、浄化期間約二年
て欲しいです。河川・湖沼の悪化が進 間。 秀水プラント
み改善が見られない為従来工法の見 特許取得
自走式浄
直しが必要とおもいます。
さら
化装置 特許公開 ２件
に、地域再生の為の雇用創出及び連 特許資料 新聞資料
携事業での経済効果、
地震など （霞ヶ浦対策、牛久沼の
の災害対策（地域住民による活動）生 水質保全数値目標、リ
活環境の保全や公衆衛生を図るた
ンの規制） 自然再生ビ
め、 自然再生による住民生活の向 オ・トープ資料及び写真
上
を添付

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

全国ベースの内航船員の有効求人倍率は、0.57（平成17年
５月）にとどまっており、依然として日本人の船員希望者が
船員として就職することが困難な状況であり、我が国の船
員の雇用に対する影響を考えると、外国人船員を内航船に
導入できる状況にはない。
また、雇い入れ側である内航海運事業者は、船員の高齢化
に対応していくため海技資格を有する若年船員の確保を望
んでおり、国としても、海員学校等の船員教育機関におい
て、優秀な若年船員の教育を実施すること等により、こうし
た要望に応じているところであるが、外国人船員を導入する
ことについては、内航海運事業者は否定的な見解である。
内航船においては、船内はもちろん船舶間においても、安
全な航行のため、十分なコミュニケーションが必要である。
したがって、日本語を理解していない外国人による運航は、
特に緊急時等において、船内活動及び他の船舶との情報
通信等に支障を来すこととなりかねず、安全の確保の観点
から問題であると考える。航空運送事業において外国人操
縦者の導入が認められている例を除き、鉄道・自動車といっ
た国内運送事業においては、原則外国人労働者の導入が
認められていない状況にある。
なお、今般の要望の理由は、外国人船員は日本人に比較し
て安い人件費で雇い入れが可能であり、それによるコスト削
減を図ることも目的の一つであると解するが、この点につい
ては、我が国において、労働基準法上、労働者の国籍等を
理由として賃金等労働条件に係る差別的扱いを禁止してい
ることから、外国人導入により低コスト化を図ることは困難
であると考える。

出入国管理及び難
民認定法

我が国において就労しようとする外国
人は、出入国管理及び難民認定法別
表第一の一の表又は二の表の下欄に
掲げる活動に該当し、また、一部の在
留資格については、法務省令で定める
基準に適合する必要がある。
c
外国人が我が国の内航船の乗員として
就労（乗船）する活動は同法別表第一
の一及び二の表の下欄に掲げる活動
のいずれにも該当しないため、外国人
が内航船の乗員として乗船することは
認められない。

都市計画法（平成
７年１１月７日建設
省経民発第４５号
建設小住街発第９
４号）

地方公共団体においては、本通達
の趣旨に沿って、指導要綱の適切
な見直しに努めるとともに、合併に
より新規に指導要綱を策定しようと
d
する場合にあっても、本通達の趣旨
にのっとり、その内容について十分
な検討が行われるようお願いしてい
る。

市町村等の合併に伴う新たな要綱
を出す場合でも、本指針や開発許
可制度運用指針において指導要綱
の適切な見直しが推進されるよう
配慮をお願いしている。

都市計画区域又は準都市計画区
域内において開発行為を行う場合
都市計画法第２９ は、都道府県知事（指定都市等の
c
区域内にあっては、当該指定都市
条第１項
等の長。）の許可を受けなければな
らない。

開発許可制度は、良好な市街地環
境の整備及び保全を図るものであ
り、宅地造成済み地であっても土地
の区画形質の変更を伴う開発行為
を行う場合には、予定建築物の用
途や規模に応じて道路の幅員を確
保する等制度趣旨の的確な発現の
ために、開発許可にかからしめる必
要がある。

−

その他

−

管理コード

制度の
所管官庁等

項目

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 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

ｚA160031

国土交通省

内航船の乗組員の国籍に関する規
制緩和（外国人の雇用解禁）

5034

5034A017

1

（社）関西経済連合会

17

内航船の乗組員の国籍に関する規 内航船の乗務員として外国人船員の
制緩和（外国人の雇用解禁）
雇用を許可していただきたい。

外国人船員を雇用することでコスト合
理化を図ってきた外航船と違い、内航
船には外国人の雇用が認められてい
ない。このため人件費の高い日本人船
員を雇用せざるを得ず、内航船のコス
ト高を助長する要因の一つとなってい
る。人件費の安いといわれる外国人船
員を起用することで、物流コスト（船運
賃）の削減を可能ならしめ、海運会社
の収益を改善するとともに、荷主企業
のコスト圧縮を図り産業競争力を高め
ることが可能となる。

ｚA160032

国土交通省

宅地開発等指導要領の見直しに関
する指針について

5034

5034A020

1

（社）関西経済連合会

20

市町村等の合併に供う新たな指針を
宅地開発等指導要領の見直しに関 出される場合は、国からの通達通り指
する指針について
導して欲しい。（国からの通達は魅力
的な内容となっている。）

魅力ある街づくりのためのプランニン
グが各種制約により変更させられるこ
とが多く、魅力ある街づくりが出来な
い。

21

市街地開発事業により整備された大
規模宅地を一敷地として利用する場合
建築行為に係る開発許可申請の見
において、集合住宅・工場・業務施設
直し
等の建設を目的とした行為について
は、法令の適用を除外する。

市街地開発事業の施行による住宅用
地・工場用地・誘致施設用地等は、そ
もそも当該施設等立地を目的に宅地
造成したものであることから、開発許可
の適用は除外されても良いのではない
かと考えられる。

ｚA160033

国土交通省

建築行為に係る開発許可申請の見
直し

5034

5034A021

16/41

1

（社）関西経済連合会

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

建設業法第１５条第
３号
建設業許可事務ガイ
ドラインについて（平
成１３年国総建第９７
号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

特定建設業の許可を受けようとする者
は、８０００万円の工事を履行するに足
りる財産的基礎を有していなければな
らないこととされており、次のすべての
基準を満たす者でなければならない。
①欠損の額が資本の額の２０％を超え c
ていないこと。
②流動比率が７５％以上であること
③資本金の額が２０００万円以上であ
り、かつ、自己資本の額が４０００万円
以上であること。

e

砂防指定地の指定地内における開発
行為については、法第４条において、砂
防指定地の現状を変更して、治水上砂
防に影響を与えるような行為を禁止制
限している。
また、砂防法施行規程第３条におい
て、禁止又は制限行為の内容は、都道
砂防法第２条、第４ 府県の条例に委任している。
条 砂防法施行規程 砂防指定地の解除については、多目的 ｅ
ダム等により水没したとき、開発等によ
第３条
り山腹が消滅したときなど明確に治水
上砂防のための指定事由がなくなった
とき、つまり治水上砂防のため一定の
行為を禁止制限する必要のなくなった
（土砂発生源がなくなった）土地につい
ては、砂防指定地の指定を解除してい
るところである。

措置の概要
（対応策）

特定建設業者は一般に多くの下請負人
を使用して建設工事を施工するもので
あるので、その資力不足、経営困難か
ら派生する下請負人の連鎖倒産等を防
止する必要性があり、特にその経営内
容が健全であることが強く要請されるこ
と、また本法においては 、特定建設業
者に対し、発注者から請負代金の支払
を受けていない場合であっても下請負
人には工事目的物の引渡の申し出の
日から５０日以内に下請代金を支払う
義務を課していること等を勘案すると、
特定建設業の許可要件を緩和すること
は適切ではない。

現状において、工事の発注単位（ロッ
ト）は、各工事の工期、技術力、コスト、
効率性等の観点から、総合的に勘案し
て設定しているところである。

砂防指定地については、治水上砂防の
ために積極的に砂防設備の新設、維持
管理をする土地と治水上砂防のため障
害となる一定の行為を禁止制限する土
地を指定するとともに、指定の必要がな
くなった土地については、指定を解除し
ているところである。
また、禁止制限行為の内容及び指定
地内行為の許可申請の手続きについ
ては、都道府県の条例に委任してい
る。
なお、宅地造成等規制法は、宅地造
成に伴い災害が発生するおそれのある
区域を宅地 造成工事規制区域として
指定するものであるのに対し、砂防指
定地は、宅地造成に限らず広く治水上
砂防のために土砂発生源対策を行うた
めに指定するものであり、仮に、防災措
置及び砂防設備の竣工検査が完了し
想定される被害を軽減できたとしても、
一定の行為により土砂流出が増大する
おそれのある区域については、治水上
砂防のため砂防指定地を指定し、土砂
流出原因となる一定の行為を規制する
ことが必要である。

その他

管理コード

ｚA160034

ｚA160035

ｚA160036

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省
務省

項目

「建設業における工事可能規模拡
大等の規制緩和について」

総 官公需法による過度な中小建設業

国土交通省

者保護について

砂防法に係る砂防指定地域の見直
し

要望
管理番
号

5034

5034

5034

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5034A022

5034A023

5034A024

17/41

1

2

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

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

22

建設工事においては、現行、3,000万
円以上の建設工事については「特定
建設業許可」を取得することが要件と
なっている。（3,000万円以下について
は、「一般建設業許可」。）「特定建設
業許可」取得の要件のひとつに、財産
的基礎があることとして、その建設業
「建設業における工事可能規模拡
の欠損の額が資本金の２０％以下、流
大等の規制緩和について」
動比率が７５％以上あることが挙げら
れている。そもそも、財産的基礎を設
ける意義は、その企業の健全性（その
会社が倒産しないこと）を立証するた
めのものであるのならば、「資金繰りの
健全性」等、他の指標も加味すべきで
はないかと認識している

「特定建設業許可」の要件、「財産的基
礎」にかかる要件の見直し、もしくは、
「一般建設業許可」を持って工事を請
け負うことができる工事規模を拡大し
て欲しい。

23

1．制定時に比べれば倍近くまで上
がっている官公需契約目標率が適正
官公需法による過度な中小建設業 かどうかの見直しが必要ではないか。
者保護について
２．発注規模及び工種を細分化をする
際には、飽くまで工期短縮、コストダウ
ンを第一義にした上で検討願いたい。

１．発注規模の細分化はコストアップ及
び工期の長期化が不可避であり、非効
率である。

砂防法の適用区域内において、防災
砂防法に係る砂防指定地域の見直 措置及び砂防検査が完了している土
し
地においては、砂防申請行為の適用
除外とする。

砂防法の適用地域においては、適用
地域の見直し規定がないため、砂防検
査完了後であっても宅地の切り直し等
において新たな砂防申請行為が必要
となっている。また、砂防法適用地域
は宅地造成規制区域と大部分が重
なっており、煩雑な手続きとなってい
る。
防災調整池や河川改修等、防災上の
施設が整えられた地域においては、砂
防法を適用する必要性がなくなってい
ると思われるため。
（宅地造成規制法による許認可による
制限で、宅地等の安全性は確保されて
いると思われる。）

24

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

建設業法第７条第１
号
建設業法第７条第１
号イに掲げる者と同
等以上の能力を有す
る者を定める件（昭
和47年建設省告示
第351号）

建設業法第１５条第
２号
建設業法第１５条第
２号イの国土交通大
臣が定める試験及び
免許を定める件（昭
和６３年建設省告示
第１３１７号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

建設業法上の許可要件については建
設業を営む際の最低基準を定めている
ところであり、経営業務の管理責任者
については、適正な建設業の経営を期
待するには、少なくとも、建設業の経営
業務についての経験を5年（又は7年）
以上有するものが役員のうち最低一人
は必要であると考えられるため、経験
年数を短縮することはできない。また、
経営業務の管理責任者は、注文生産
方式や重層的な元下請負関係等、他
の産業とは違った特徴を有する建設業
において、一件の工事の受注ごとにそ
の工事の内容に応じて資金の調達、資
材の購入、技術者・労働者の適正な配
置、下請負人の選定及び下請契約の
締結を行い、また、工事の目的物の完
成まで、適切な施工管理を行う能力を
有していることが求められており、その
資質は資格試験や講習の制度によって
測ることはできないため、資格試験制
度や講習受講によるみなし規定を創設
することはできない。

許可の基準として、建設業の許可を受
けようとする者が法人である場合には
常勤の役員のうち一人が、また、個人
である場合には本人、又はその支配人
のうち一人が、次のいずれかに該当す
ることが必要である旨規定している。
c
①許可を受けようとする建設業に関し５
年以上の経営業務の監理責任者として
の経験を有していること。
②国土交通大臣が①に掲げるものと同
等以上の能力を有するものと認定した
者

新たな検定種目を設けることとした場
合、昭和５８年の第二次臨時行政調査
会最終答申に基づき指定法人へその
事務を委託することとなるが、「公益法
人に対する行政の関与のあり方の改革
実施計画（平成14年3月29日閣議決
定）」において「公益法人が国の委託等
を受けて行う試験、講習その他の資格
付与等の事務・事業については、国家
資格としての社会的必要性等について
検証の上、廃止、独立行政法人による
実施等を検討する」こととされており、こ
れらの動向を踏まえると、電気通信工
事に関する新たな技術検定種目を設け
ることは困難である。
なお、電気通信事業法に基づき電気
通信主任技術者資格者証の交付を受
け、一定の要件を満たす者について
は、建設業法における電気通信工事の
主任技術者として認めることとして結論
を得ており、平成17年度中に所要の措
置を講じる予定である。

電気通信工事における監理技術者資
格は、技術士試験のうち技術部門を電
気電子部門又は総合技術監理部門（選
択科目を電気電子部門にかかるものと
c
するものに限る。）とするものに合格し
た場合、又は学歴に応じた実務経験及
び指導監督的実務経験を有する場合と
なっている。

道路整備特別措置法第２条の２に基づ
き、「国土交通大臣は、（略）日本道路
公団をして（略）高速自動車国道の新設
道路整備特別措置 又は改築を行わせ、料金を徴収させる
法第２条の２、第１１ ことができる。」となっており、また高速
条、道路整備特別措 道路の料金については、道路整備特別 ｃ
置法施行令第１条の 措置法第１１条に基づき、「新設、改築
その他管理に要する費用で政令（施行
５，第１条の６
令第１条の５）で定めるものを償うもの
であり、かつ、公正妥当なものでなけれ
ばならない。」とされているところ。

措置の概要
（対応策）

−

高速道路を直ちに無料化することにつ
いては、高速道路を整備しつつ、債務
をどのように返済していくのか等の課題
が多く実現が困難であると考える。
具体的には、限られた道路特定財源
を債務返済に充てた場合、最低限実施
しなければならない高速道路や国道の
維持管理、喫緊の渋滞対策や環境対
策事業に充てる費用が不足することと
なる。このため、高速道路整備において
は、有料道路制度を活用し、債務を受
益者負担のもとで確実に返済しつつ、
コスト削減を行いながら、できるだけ少
ない国民負担で整備を図っているとこ
ろ。
また、平成１７年１０月の道路関係４
公団の民営化にあたり、①コスト縮減、
新直轄方式の導入で、有料道路事業
費をほぼ半減（２０兆円→１０．５兆円）
②債務残高の上限設定、返済期限を民
営化後４５年以内に法定、返済後の無
料化、③高速自動車国道については、
料金割引を平成１６年１１月から平均１
割を超える料金割引を実施、などに取
り組んでいるところ。
今後の高速道路整備にあたっては、道
路関係４公団の民営化をふまえ、有料
道路制度を活用し、債務を受益者負担
のもとで確実に返済するとともに、真に
必要な道路について、不断のコスト削
減を行いつつ、できるだけ少ない国民
負担の下で整備していく所存。

その他

管理コード

ｚA160037

ｚA160038

ｚA160039

制度の
所管官庁等

項目

国土交通省

建設業許可の基準となる経営業務
の管理責任者の実務経験規定の
緩和

国土交通省

国土交通省

監理技術者の資格取得条件の緩
和

高速道路の無料化

要望
管理番
号

5034

5034

5038

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5034A025

5034A026

5038A001
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1

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

諏訪光司（個人）

要望
事項番
号

25

26

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

建設業許可の取得に際し、経営業務
の管理者の実務経験年数を５年以上
建設業許可の基準となる経営業務
又は大学卒業後３年以上等とする規
の管理責任者の実務経験規定の
定があるが、これについて期間短縮、
緩和
資格試験制度や講習受講によるみな
し規定を設ける等の規制を緩和する。

監理技術者の資格取得条件の緩
和

電気通信工事業においては多種にわ
たる工事知識を必要とする「技術士」以
外での資格取得制度がなく、実質的に
規定の実務経験年数（最大１２年）を有
することが必要となり、ハードルが高く
なっている。
一方、電気工事業など一部の工事業
においては、該当分野の工事に特化し
た試験資格（一級電気工事施工管理
技士）が建設業法において設置されて
おり、若い世代の資格取得が容易と
なっている。
電気通信工事業においても、能力のあ
る若い世代が監理技術者となれるよ
う、管理技術者要件を改革する。例え
ば、特化した監理技術者資格試験制
度（例：一級

高速道路の無料化

高速道路の無料化は、山崎養世氏が
指摘するように、現在の道路４公団の
約40兆円の高金利（4.0%程度）の財政
投融資からの借金を、低金利の国債
（30年国債で2.0%程度）への借り替えで
実現できるわけで、新規の高速道路建
設は有料道路制度によるものではな
く、国交省の直轄で道路財源を投入し
て行うべきで、必要性の無くなる道路
公団は廃止すべきです。無料化は一
見、高速道路建設までも道路財源に頼
るので、大幅な増税が必要なように思
われるが、実際は高速道路が有効利
用されることによって渋滞緩和目的の
国道バイパス等の建設が不要にな

要望理由

本規定は、建設事業者の専門工事子
会社の分社化や新規事業者の参入等
において、障害となっている。経営業
務管理者の適正判断は、実務経験以
外の方法でも可能である。

電気通信工事業においては、ＩＴ関連
技術の進展が速く、実務経験による取
得のように最長で12年以上の経験年
数を必要とする現在の制度だけでは、
若い人材の取得が困難であるうえ、シ
ステム系工事などにおいては従前の
技術では、技術監理上実態と合ってい
ないケースが散見されるため。

その資金が新規高速道路建設に回せ
るようになる事と、借り替えによって借
金の利払い分の無駄になってしまう財
源が抑制されるため、それで浮いた財
源も高速道路建設に回せるようにな
る。現状のままでは無駄なことだらけ
である。外国では高速道路は無料なの
が普通です。高速道路の無料化は次
の大きなメリットがある。 ①現状では
多くの車が高速道路の通行料金を避
けて一般道路ばかりが混雑するが、高
速道路はガラガラの状態になってい
て、一般道路が四六時中渋滞する地
域でかろうじて利用されるという有様
で、高速道路が有効利用されていな
い。

高速道路は歩車分離、高速に対応し
た道路規格の為、一般道路と比べて
単位交通量当たりの交通事故発生率
が非常に低いので、多くの車が高速道
路にシフトすれば交通事故の減少にも
つながり、一般道路の混雑緩和にもつ
ながる。 ②山崎養世氏も力説するよ
うに自動車交通に依存する地方にお
いては経済活性化の起爆剤になる。
等です。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

【道路】
平成１６年６月所要の法律改正を実施
したところ。追加すべき金融機関につい
ては、地方道路公社に対する調査を実
【道路】
【道路】 【道路】 施しているところであり、この結果をふ
地方道路公社法第３
まえ法律施行後速やかに大臣指定を
a
Ⅲ
【住宅】
１条
行う。
地方住宅供給公社は業務上の余裕金
を①国債・地方債、②銀行その他国土 【住宅】 【住宅】
【住宅】
【住宅】
Ⅲ
地方住宅供給公社 交通大臣が指定する金融機関への預 ｂ
平成１７年６月に地方住宅供給公社法
金又は郵便貯金、③その他国土交通
法第３４条
の改正を行ったところであり、追加すべ
省令で定める方法以外に運用してはな
き金融機関について平成１７年度まで
らないこととされている。
に検討を行い、結論を得る。

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

ｚA160040

国土交通省

項目

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

要望主体名

要望
事項番
号

社団法人全国信用組合中央
協会

23

地方道路公社及び地方住宅供給
公社等の余裕金運用について

3

学校建築物は建築基準法により特殊
建築物に指定されている。その為多く
一般の事務棟をキャンパスとして利用
の基準を満たす必要性に迫られること
する学校に適用される校舎の建築基
となり参入阻害要因となっている。
準は、立法趣旨に照らして過度な規制
国土交通省は学校建築物の用途に応 添付資料：
であり、運営の支障となっている。
学校設置会社の設置する学校に対
学校設置会社による学校設立事業促 じた基準としているとの見解を示してい 「学校設置会社の設置
よって法令で定めるところの特殊建築
する建築基準法緩和
進
るが学生や高齢者が頻繁に使用する する学校に対する建築
物から当該校舎を除外し、学校設置会
という点は高齢化の現代においては通 基準法緩和」
社が設立する学校を建築基準法の定
常のオフィスビルでも同等であり、学校
める「学校」に該当しないよう定義を変
に特筆されるべき事項ではない。
更されたい。
よって、当該規制を緩和すべきであ
る。

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）

【道路】
法律改正により国土交通大臣の指定す
る金融機関への預金が可能

法第２８条第１項は、住宅、学校等の
居室について採光を確保するため、居
室に対して一定基準を満たす採光に有
建築基準法第２条第 効な窓その他の開口部を設けることを
２号、建築基準法第 義務付けている。
２８条第１項、建築基 令第１１４条第２項は、多数の者が利 c
準法施行令第１１４ 用する公共的施設である学校等の建築
物については、火災の拡大に先んじて
条第２項
安全に避難できるように、防火上主要
な間仕切壁を設置することを義務付け
ている。

建築基準法は、国民の生命、健康、
財産を保護するため、安全上及び衛生
上の観点から、建築物の用途、規模等
に応じて、建築物の構造及び衛生等に
関する最低限の基準を定めているもの
であり、一般的な事務棟として使用され
ていた建物等を学校として用いた場合
には、学校としての用に供されることと
なるから、その用途としての特性に応じ
た建築基準に適合することが必要とな
る。
法第２８条は、自然光が人間にもたら
す身体的な効果を勘案し、成長過程に
ある者や高齢者等が長期間反復・継続
的に利用する蓋然性が高い居室につ
いて所要の自然光を確保するために設
けられた基準であり、健康の保護等の
観点から、令第１１４条は、避難弱者で
ある学童、高齢者等が長期間反復・継
続的に利用する蓋然性が高い学校など
の建築物について、火災時に建築物内
の人々が火災の拡大に先んじて安全に
避難できるよう、防火上主要な間仕切
壁を準耐火構造とし、小屋裏等に達し
せしめることを義務付けているものであ
り、生命の安全の確保の観点から、御
要望の提案の実現は困難である。
なお、当該規定は、設置者の如何に
関わらず、学校について採光及び防火
上の配慮を求めているものであり、学
校設置会社が設置する学校であって
も、それが学校であれば、当該基準が
適用される。

①について
保険契約期間中に異動事由が生じた
場合には、保険の証明内容と当該自動
車に関する実態を符合させ、保険証明
書の記載の真正を確保する趣旨から、
保険契約者は当該異動事由について
の記入を受けなければならず（自賠法
第７条第２項）、かつ、保険会社は、証
自賠法第７条第２
明書の変更の申出があったときは、遅
c
項、第２０条の２第１
滞なく記入しなければならない（自賠法
項第３号
第７条第３項）。そして、その記入を受け
た証明書を備え付けなければ、運行の
用に供してはならないこととしている（自
賠法第８条）。
②について
責任保険の契約の解除は自賠法第２０
条の２第１項各号に規定する場合に限
り当該契約を解除することができる。

①について
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、加入義
務が課せられている強制保険であるため、その加入を担保
するために、自賠責保険契約の加入及びその契約内容を
証明する自賠責保険証明書を備え付けなければ、自動車
の運行ができないこととしている（自賠法第８条）。また、自
賠責保険契約を締結し、証明書を備え付けているかどうか
を行政機関がチェックするために、自動車の運転者に自賠
責保険証明書の提示義務も定めている（自賠法第８５条）。
こうしたことから、契約期間中に異動事由が生じた場合に
は、保険の証明内容と当該自動車に関する実態を符合さ
せ、保険証明書の記載の真正を確保する趣旨から、保険契
約者は当該異動事由についての記入を受けなければなら
ず（自賠法第７条第２項）、かつ、保険会社は、証明書の変
更の申出があったときは、遅滞なく記入しなければならない
（自賠法第７条第３項）。そして、その記入を受けた証明書を
備え付けなければ、運行の用に供してはならないこととして
いる（自賠法第８条）。
上記の趣旨に鑑み、異動承認書を後日に発行することを
認めた場合、当該承認書が後日郵送等により契約者に届く
までの間において、不真正な証明書を備え付けたまま自動
車を運行することを認めることになり、さらに、その期間に自
動車事故が生じた場合は、不真正な当該証明書が示す契
約内容に基づき被害者は加害者が加入している保険会社 −
に対して保険金請求を行うことになり、その結果、当該支払
手続きに、ひいては適切な被害者保護に支障が生じるた
め、適当ではない。
なお、強制保険ではない任意の自動車保険は、証明書の
携帯義務及び第三者への提示義務がないため、契約期間
中に異動事由が生じた場合に異動承認書を後日に発行す
ることが可能となる。
②について
保険契約の終期にかかわらず、他の契約の終期が車検満
了日よりも遅いことを条件に当該契約を解約できることとす
ると、一度、行政庁の処分により車検満了日を満たす適正
な自賠責保険契約の締結が担保されたにもかかわらず、再
度、他の契約が車検期間を満たしているかどうかを、保険
会社の判断に委ねてしまうため、無保険車の発生を防ぐた
めに、車検満了日を満たす自賠責保険契約が締結されてい
ることを車検の適合要件としていることの実効性が確保でき
なくなるため、適当ではない。
なお、契約締結時に、各保険会社間で契約状況に係る情
報の共有化を図る、または、保険会社において、保険契約
者に対して、他に当該保険契約を締結しうる者に当該保険契
する等の要請を行えば、重複契約の発生は未然に防げるもの
る。

−

ｚA160041

ｚA160042

国土交通省

国土交通省

地方道路公社及び地方住宅供給
公社等の余裕金運用について

学校設置会社の設置する学校に対
する建築基準法緩和

自賠責保険の実務に関する各種規
制の緩和

5040

5043

5046

5040A023

5043A003

5046A016

19/41

1

1

1

学校設置会社連盟設立準備
会

（社）日本損害保険協会

16

地方道路公社及び地方住宅供給公社
等の余裕金について取扱いを可能と
すること

①異動の申し出を受けた場合、証明書
に直接異動事項を記載するのではな
く、後日、異動承認書を交付することを
可能として欲しい（契約者はオリジナル
の証明書と当該異動承認書を携行す
る）。
自賠責保険の実務に関する各種規
②検査対象車種については、当該契
制の緩和
約の終期にかかわらず、他の契約が
車検期間を満たしている場合は（つま
り、終期が車検満了日よりも遅い場合
は）、当該契約を解約できることとして
欲しい。

地方道路公社及び地方住宅供給公社
等の余裕金の運用範囲に信用組合が
含まれていない。

①契約者は異動手続き期間中でも車
両の運行が可能となるというメリットが
認められる。
①異動手続きの利便性向上により、迅
②契約者が終期の遅いほうの契約を
速な異動手続きを可能と出来る。
解約することを希望するケースがあ
異動処理発生件数 約２３万件／年
る。検査対象車種については、解約さ
②契約者の利便性向上
れない自賠責が車検期間を満たして
重複契約の解約件数 約２万件／年
いることを前提とすれば無保険車が発
生することは考えられず、本規制の必
要性は認められない。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

保証事業会社は、公共工事の請負者
が金融機関から当該公共工事に関す
公共工事の前払金
る資金の貸付を受ける場合のその債務
d
保証事業に関する法
を保証する事業等の外、他の事業を営
律第19条
んではいけない。

建築基準法第２７条 一定規模以上の特殊建築物等は、耐
第１項
火建築物としなければならない。

c

措置の概要
（対応策）

前払金の原資は国民の税金であること
から、前払金保証事業は極めて公共性
が高く、公正かつ堅実に運営される必
要があるため、前払金保証事業は公共
工事の前払金保証事業に関する法律
（以下「前払法」という。）に基づき国土
交通大臣の登録を受けた会社に対して
のみ、その事業運営を認めることとして
いる。
一方で、前払金保証事業の登録申請
があった場合、前払法第６条の拒否要
件に該当しない限り、国土交通大臣は
登録しなければならないこととされてお
り、資本金等の一定の要件を満たせば
誰でも当該事業を営むことは可能であ
る。
なお、上述の通り前払金の原資は国
民の税金であり、また、前払金は当該
公共工事の施工資金として、請負者の
下請代金や資材代金の適正な支払に
充当される必要があるが、この下請代
金については下請業者保護の観点か
らも適正に使用されるべきものであるこ
とから、その使途については厳正に監
査されることが必要である。

建築基準法は、国民の生命、健康、
財産を保護するため、安全上及び衛生
上の観点から、建築物の用途規模等に
応じて、建築物の構造及び設備等に関
する最低限の基準を定めているもので
あり、用途によって規制内容が異なる
場合は、それぞれの用途の特性に応じ
た建築基準に適合することが必要とな
る。
３階部分を就寝用途である旅館の用
途に供する建築物については、火災時
の避難安全、延焼防止、火災による倒
壊防止の観点から構造制限を行ってお
り、避難安全性がそれほど変わらない
ことのみをもって構造制限を緩和するこ
とは不適当であり、御要望の実現は困
難である。

その他

管理コード

ｚA160043

ｚA160044

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

項目

公共工事の前払い金保証事業へ
の損保の参入

特別豪雪地帯における高床式農家
民宿の各種設置基準の緩和（消防
法、建築基準法）

要望
管理番
号

5046

5047

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5046A017

5047A002

20/41

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

新潟県

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

要望理由

①現状、 「公共工事の前払金保証事
業に関する法律」で、原則、保証者の
兼業が禁止（銀行のみ可）されており、
損保による取り扱いはできない。
国及び地方自治法が請負者に対して 損保が前払い保証分野へ参入するこ
①公共工事の前払い金保証、すなわ
納付を義務付ける契約保証金につい とで、同分野に市場原理に基づく競争
ち「公共工事を受注した企業が債務不
て、損害保険会は、履行保証保険、履 性を導入し、サービス内容の充実・向
履行に陥った場合に、発注者が支出し
行ボンドの引き受けにより契約保証金 上を図ることできる。
た前払い金が損失とならないように保
に代替する保証措置を提供していま
証する」制度への参入。
す。
②「公共工事の前払金保証事業に関
②併せて、資金使途確認に係る実務
損保として、現行の履行保証保険・ボ する法律」第２７条で「保証事業会社
負担を軽減する。
ンドのノウハウを活かすことのできる、 は、保証契約の締結を条件として、発
前払い金保証の分野に参入したい。 注者が請負者に前払金を支払った場
合においては、当該請負者が前払金
を適正に当該公共工事に使用している
かどうかについて、厳正な監査を行わ
なければなら

17

公共工事の前払い金保証事業へ
の損保の参入

2

都市と農村交流の１形態として、一般
住宅を活用した農家民宿を開業する
ケースが増えており、平成１７年1月17
日付けの「農家民宿等に係る建築基
準法上の取り扱い（技術的助言）」にお
いて、各客室から直接外部に容易に避
難できる等の場合には、旅館に該当し
特別豪雪地帯における高床式農家
ないとされ、住宅を活用した農家民宿
民宿の各種設置基準の緩和（消防
開業に向けた規制緩和が図られた。
法、建築基準法）
しかし、特別豪雪地帯の高床式住宅
の３階部分を客室として利用する小規
模な農家民宿であっても、建築基準法
の規定により、耐火構造物とする必要
が生じ、多額の投資が必要になるなど
大きな障害になっている。
特

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

出入国管理及び難
民認定法

建設業法第１５条第
２号
建設業法第１５条第
２号イの国土交通大
臣が定める試験及び
免許を定める件（昭
和６３年建設省告示
第１３１７号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

我が国において就労しようとする外国
人は、出入国管理及び難民認定法別
表第一の一の表又は二の表の下欄に
掲げる活動に該当し、また、一部の在
留資格については、法務省令で定める
基準に適合する必要がある。
c
外国人が我が国の内航船の乗員として
就労（乗船）する活動は同法別表第一
の一及び二の表の下欄に掲げる活動
のいずれにも該当しないため、外国人
が内航船の乗員として乗船することは
認められない。

電気通信工事における監理技術者資
格は、技術士試験のうち技術部門を電
気子部門又は総合技術監理部門（選択
科目を電気電子部門にかかるものとす
c
るものに限る。）とするものに合格した
場合又は学歴に応じた実務経験及び
指導監督的実務経験を有する場合と
なっている。

企業集団に属する建設業者の間（親会
社とその連結子会社の間に限る。）の
出向社員を出向先の会社が工事現場
に主任技術者として置く場合に、当該
出向社員と当該出向先の会社との間に
直接的かつ恒常的な雇用関係があるも
親会社及びその連結
のとして取り扱う際の要件として
子会社の間の出向
・連結子会社がすべて企業集団に含ま
社員に係る主任技術
れる者であること
者及び監理技術者
・親会社又はその連結子会社（その連
c
の直接的かつ恒常
結子会社が２以上ある場合には、それ
的な雇用関係の取
らのすべて）のいずれか一方が経営事
扱い等について（平
項審査を受けていない者であること等
成１５年国総建第３３
が定められているほか、出向社員を主
５号）
任技術者又は監理技術者としておく建
設工事の下請負人に当該企業集団を
構成する親会社若しくはその連結子会
社又は当該親会社の非連結子会社が
含まれていないことが条件となってい
る。

−

措置の概要
（対応策）

全国ベースの内航船員の有効求人倍率は、0.57（平成17年
５月）にとどまっており、依然として日本人の船員希望者が
船員として就職することが困難な状況であり、我が国の船
員の雇用に対する影響を考えると、外国人船員を内航船に
導入できる状況にはない。
また、雇い入れ側である内航海運事業者は、船員の高齢化
に対応していくため海技資格を有する若年船員の確保を望
んでおり、国としても、海員学校等の船員教育機関におい
て、優秀な若年船員の教育を実施すること等により、こうし
た要望に応じているところであるが、外国人船員を導入する
ことについては、内航海運事業者は否定的な見解である。
内航船においては、船内はもちろん船舶間においても、安
全な航行のため、十分なコミュニケーションが必要である。
したがって、日本語を理解していない外国人による運航は、
特に緊急時等において、船内活動及び他の船舶との情報
通信等に支障を来すこととなりかねず、安全の確保の観点
から問題であると考える。航空運送事業において外国人操
縦者の導入が認められている例を除き、鉄道・自動車といっ
た国内運送事業においては、原則外国人労働者の導入が
認められていない状況にある。
なお、今般の要望の理由は、外国人船員は日本人に比較し
て安い人件費で雇い入れが可能であり、それによるコスト削
減を図ることも目的の一つであると解するが、この点につい
ては、我が国において、労働基準法上、労働者の国籍等を
理由として賃金等労働条件に係る差別的扱いを禁止してい
ることから、外国人導入により低コスト化を図ることは困難
であると考える。

新たな検定種目を設けることとした場
合、昭和５８年の第二次臨時行政調査
会最終答申に基づき指定法人へその
事務を委託することとなるが、「公益法
人に対する行政の関与のあり方の改革
実施計画（平成14年3月29日閣議決
定）」において「公益法人が国の委託等
を受けて行う試験、講習その他の資格
付与等の事務・事業については、国家
資格としての社会的必要性等について
検証の上、廃止、独立行政法人による
実施等を検討する」こととされており、こ
れらの動向を踏まえると、電気通信工
事に関する新たな技術検定種目を設け
ることは困難である。
なお、電気通信事業法に基づき電気
通信主任技術者資格者証の交付を受
け、一定の要件を満たす者について
は、建設業法における電気通信工事の
主任技術者として認めることとして結論
を得ており、平成17年度中に所要の措
置を講じる予定である。

本制度は、建設業界の統合・再編を進
めるにあたり、監理技術者及び主任技
術者の直接雇用の原則が支障とならな
いよう特例として認めたものであり、経
営事項審査を親会社及び連結子会社
の双方が受審していることを認めること
は、建設業界の統合・再編を進める本
制度の主旨に逆行するものであり認め
ることはできない。

その他

−

管理コード

ｚA160047

ｚA160048

ｚA160049

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

内航ケミカルタンカーに従事する船
員の国籍フリー化

電気通信工事業者における監理技
術者要件の拡大

主任技術者・監理技術者への出向
者の就任制限の緩和

要望
管理番
号

5052

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5052A003

5053A087

5053A088
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1

1

1

要望主体名

石油化学工業協会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

3

87

88

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

内航海運に従事する船員の国籍を日
本人に限定せず、フリー化する。
内航ケミカルタンカーに従事する船 完全フリー化が一挙に無理なら、先
員の国籍フリー化
ず、人員数の限定もしくは国際経済援
助の観点からアジア諸国の国籍者に
限定する。

監理技術者の申請要件として、従来
電気通信工事業者における監理技 の電気・電子部門とは別個に、電気通
術者要件の拡大
信工事業者に対する単独の技術検定
を創設・設置すべきである。

監理技術者・主任技術者の親子会社
間の出向について､さらに規制を緩和
主任技術者・監理技術者への出向 し、親会社、子会社がともに経営事項
者の就任制限の緩和
審査を受けている場合でも監理技術
者・主任技術者の出向を認めるべきで
ある。

具体的事業の
実施内容

要望理由

内航船員の国籍は日本人に限定され
ている。
平成１７年４月から船員法改正により、
船員数、労働時間等の条件が厳しくな
り、特に、3K職場のケミカルタンカーの
船員確保は難しい。

従来から課題となっている、内航船員
の高齢化、人員確保難、運行コスト等
の問題は改善策がないまま現在に
至っている。
更に、内航船の老朽化、IMO対応によ
る船型要件の格上げ等による船腹不
足の予想もあり、輸送環境が悪化しな
いような可能性を考えるべき時期にあ
る。
アジア諸国の船員費はわが国船員の
１０〜５０%と言われている。既に、外航
船では外国船員が主流であり、安全
面、航海技術面でも問題の無い水準
に達している。
要望を実現することで大きい経済効果
が得られる。

その他
（特記事項）

建設業法の規定に基づく試験資格が
許可等の要件の対象となっている電気
工事業など技術者の育成が容易と
なっている業種もある中で、当該要件
は一部の事業に課せられた特別な規
制となっている。電気通信工事業者に
とって高度かつ専門的な電気・電力業
の知識を必要とする資格を取得するこ
とは大変困難であるため、電気通信工
事に必要な有資格者が不足し、ＩＴ革命
推進に向けたインフラ整備の大きな障
壁となっている（現実的には実務経験
充足による資格取得を目指すこととな
るが、発注工事の小規模化が続く中、
限られた工事の実務経験者という要件
のみ

①建設業法における特
定建設業に該当する許
可を受けるにあたり、工
事業者は監理技術者を
配置しなければならな
い。
②その要件としては、
イ．国土交通大臣が定
める技術検定又は免許
の取得者、ロ．指導監
督的実務の経験者
（注）、ハ．大臣がイ.又
はロ.の該当者と同等と
認めた者 のいずれか
に該当することとされて
いるが、電気通信工事
業者にはイ.における技
術検定が単独では設置
されておらず、代替とし
て電気通信以外の内容
も含む「電気・電子部
門」の資格を取得するこ
ととされている。（注）電
気通信工事の発注者か
ら直接請け負い、その
請負金額

当該企業が属する建設業種に要請さ
れる技術者としての技量､経験､ノウハ
ウを十分に保有する場合で､かつ連結
納税制度を適用している親子間会社
における出向者は出向先企業の指揮
命令系統下で管理統率されることか
ら､当該企業の技術者として、その職
責を全うすることが十分可能である｡

企業集団に属する建
設業者間(親会社とその
連結子会社)において､
出向社員を出向先が工
事現場に主任技術者又
は監理技術者として配
置する場合、当該出向
社員と該当出向先の会
社との間に直接的かつ
恒常的な雇用関係があ
るものとして取り扱うこ
とが2003年１月に通知
された。しかし、親会社
又は連結子会社(その
連結子会社が２つ以上
ある場合には、それら
のすべて)のいずれか一
方が経営事項審査を受
けていない者であること
を、その要件の一つとし
ている。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

公共工事標準請負
建設業法上現場代理人の要件は定め
e
契約約款第１０条第
られていない。
２項

措置の概要
（対応策）

公共工事標準請負契約約款において
は現場代理人が工事現場に常駐する
ことを求めているが、これはあくまで契
約書の標準的な形であり、発注者と請
負者の個別契約によって個々の工事の
態様に応じた常勤の要件を定めること
を妨げてはいない。

発注者から直接建設工事を請け負った
特定建設業者は、当該建設工事に係る
監理技術者制度運
下請契約の請負代金の総額が３０００
用マニュアル（平成１
万円以上になる場合は、当該建設工事 d
６年国総建第３１５
の技術者上の管理をつかさどる監理技
号）
術者を置かなければならないこととされ
ている。

「監理技術者制度運用マニュアル（平成
16年3月1日付け国総建第318号）」にお
いて、監理技術者及び主任技術者の工
期途中における交代に関する考え方を
明確化したところである。
ご指摘の「一定の基準」については、
マニュアルの考え方に基づき、個々の
工事ごとの状況に応じ、発注者と受注
者との協議によって定められるべきも
のと考えている。

許可の基準として、建設業の許可を受
けようとする者が法人である場合には
常勤の役員のうち一人が、また、個人
である場合には本人、又はその支配人
のうち一人が、次のいずれかに該当す
ることが必要である旨規定している。
c
①許可を受けようとする建設業に関し５
年以上の経営業務の監理責任者として
の経験を有していること。
②国土交通大臣が①に掲げるものと同
等以上の能力を有するものと認定した
者

① 建設業の経営は、他の産業の経営
とは著しく異なった特徴を有しており、
適正な建設業の経営を行うことを期待
するためには、建設業の経営業務につ
いての経験を少なくとも５年以上有する
ものが最低一人はいることが必要であ
ると判断され、この要件が定められたも
のである。
また、経営業務の管理責任者に関す
る実務経験要件は、昭和４６年に許可
制度が導入された際、諸外国の事例や
関係者の意見を踏まえ５年とされたも
のであり、５年間という期間が建設業に
おいて工事の契約から引渡し、補修ま
での一通りの業務を経験するため必要
十分な期間であることを踏まえれば、一
定規模以上の会社の役員であってもこ
れを短縮する必要はない。
② いわゆる「執行役員」については、
商法等の法令上に権限及び責任等が
定められておらず、その業務の範囲及
び権限の決定権が個々の企業に委ね
られているため、役員と同等の権限等
を有しているか否かを一律に判断する
ことはできない。

建設業法第７条第１
号
建設業法第７条第１
号イに掲げる者と同
等以上の能力を有す
る者を定める件（昭
和４７年建設省告示
第３５１号）

その他

管理コード

ｚA160050

ｚA160051

ｚA160052

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

公共工事標準請負契約約款におけ
る現場代理人常駐の定義の明確化

監理技術者等の途中交代の弾力
的運用

建設業許可要件の緩和

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A089

5053A090

5053A091

22/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

89

90

91

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

｢公共工事標準請負契約約款｣第10
条２項に関する解釈通達を発布し､
①現場代理人は実工事期間のみ｢常
駐｣すればよく、契約工期全般に亘る
必要はないこと
②｢常駐｣とは､24時間､365日にわたっ
公共工事標準請負契約約款におけ て現場に張り付くことを要さないこと
る現場代理人常駐の定義の明確化 を明確にすべきである｡
公共工事に関する契約の大半が｢公
共工事標準請負契約約款｣に倣って作
成されている現状に鑑みれば､同約款
の解釈を明確化する必要がある｡

監理技術者等の途中交代の弾力
的運用

建設業許可要件の緩和

一定の基準(例えば当該契約期間中
１回､あるいは､当該事業年度中１回
等)を条件に､監理技術者の工事途中
での交代を妨げるものではない旨の通
達等を発布することで監理技術者の交
代が弾力的にできるよう措置すべきで
ある｡

① 一定規模以上の会社の役員(取締
役)については､経営業務を総合的に
執行した経験年数(５年または７年)の
要件を短縮すべきである。
② 執行役員としての経験も役員と同
等の扱いとすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

（要望理由 右下の続き）
＜参考＞
｢監理技術者資格者証運用マニュア
ル｣(2004年３月改正)では、監理技術
者等の配置にあたっての特例装置とし
て、「請負約款締結後、現場施工に着
手するまでの期間（現場事務所の設
置、資機材の搬入または仮設工事等
が開始されるまでの間。）については、
たとえ契約工期中であっても工事現場
への専任は要しない」との解釈が示さ
れている。現場代理人についても同様
の措置が可能である｡

①契約工期に比べ､現場における実工
事期間が著しく短いケースがある｡例
えば､エレベータの設置工事の場合､標
準的な契約工期は１年であるが､その
うちの大半が設計･工場における機器
製作に充てられ､現場におけるエレ
ベータ設置の実工事は1ヶ月程度であ
る｡かかる場合､実工事期間の１ヶ月間
だけ現場代理人を｢常駐｣させれば十
分であり､何ら具体的な仕事がないに
も関わらず､契約工期全般に亘って｢常
駐｣させることは､受注者にとって人的
資源の無駄遣いとなる。
②また、携帯電話の普及など連絡手
段が発達した今日､｢常駐｣を24時間･3

｢公共工事標準請負契
約約款｣第10条２項は､｢
現場代理人は、この契
約の履行に関し、工事
現場に常駐し、その運
営、取締りを行う｣として
いる｡この点に関して､｢
常駐｣の定義が不明確
なため､①契約工期全
般にわたって現場代理
人の駐在を強いられる､
②現場代理人が24時
間､365日にわたって現
場に駐在することを強
いられるといった事態が
生じている｡

監理技術者制度運用
マニュアル(平成16年３
月１日)二-二(4)では､監
理技術者の途中交代が
認められる場合として､
監理技術者の死亡､傷
病または退職により真
にやむを得ない場合に
加えて､①受注者の責
によらない工期の延長
監理技術者の途中交代が弾力的に
の場合､②工場から現
行えることによって､効率的な人員配置
地へ工事現場が移行す
が可能となる｡
る時点､③大規模工事
で一つの工期が多年に
及ぶ場合が挙げられて
いる｡しかし､これら場合
を除いて､発注者が工
事を請け負った建設業
者に対して工事途中で
の監理技術者交代を認
めることは殆どないの
が実情である｡

現行では､一定規模以上の会社の役
員であっても､個人事業主であっても､
一律の要件（５年または７年の経験）と
しているが、その質については､同レベ
ルの経験を有しているとは言い難い。
少なくとも「株式会社の監査等に関す
る商法の特例に関する法律」で定義す
る大会社等の取締役については､個人
事業主と同一の要件（５年または７年）
とするのではなく､経験年数を短縮する
緩和措置を講ずるべきである。
また執行役員については昨年､経営
業務の管理責任者として認められ得る
旨明確化され､一定の前進が見られる
ものの､役員と同等の扱い

建設業においては、建
設業の経営業務につい
て総合的に管理した経
験を有する「経営業務
の管理責任者」が許可
を受けようとする工事業
種ごとにいることが許可
要件の１つとされてい
る。法人の場合、経営
業務の管理責任者と認
定されるためには、「許
可を受けようとする建設
業に関しては５年以上、
許可を受けようとする業
種以外の建設業に関し
ては７年以上、役員また
は建設業法施行令第３
条に規定する使用人の
地位にあり、経営業務
を総合的に執行した経
験を有すること」または
「許可を受けようとする
建設業に関し、７年以上
経営業務を補佐した経
験を有す

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

各用途地域ごとに建築可能な建築物の
建築基準法第４８条 範囲又は建築してはならない建築物の a
範囲が定められている。

措置の概要
（対応策）

平成１７年３月２５日に閣議決定された
「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」において、実態を調査の上、建
築基準法第４８条のただし書きによる許
可について弾力的に運用されることを
平成１７年度中に通知することになって
おり、現在、実態調査を行っているとこ
ろ。

法第２８条第３項は、火気使用室にお
いては、燃焼器具等の使用による排ガ
スの発生、酸素の欠乏のための不完全
燃焼による一酸化炭素の発生等が予
想されるため、排ガスの排除と燃焼に
建築基準法第２８条 必要な空気の供給を確保するための換
c
第３項、建築基準法 気設備の設置を義務付けている。
法第３５条の２は、火気使用室において
第３５条の２
は、特に火炎、熱等におかされる危険
性が高いことから、それらによって容易
に着火し、火災となることがないよう、
内装の仕上げについて不燃材料又は
準不燃材料の使用を義務付けている。

電磁誘導加熱式調理器（ＩＨクッキング
ヒーター）は、電磁誘導により加熱、調
理するものであって、火気を使用しない
ため、これを設けた室においては、排ガ
スや一酸化炭素の発生等のおそれが
ないことから、法第２８条第３項の規定
は適用されない。
一方、当該室は、火気を使用しないも
のの、熱等におかされる危険性は排除
できず、それらによって容易に着火し、
火炎となるおそれがあることから、内装
の仕上げについての規定を緩和するこ
とについては、十分に検証したうえで慎
重に判断する必要がある。

共同住宅においては、共用の廊下及び
階段の用に供する部分については容積
ｃ
率算定の基礎となる床面積に算入され
ない。

共同住宅の共用の廊下又は階段の用
に供する部分については、居住者が住
戸に通行するために用いられるもので
あり、また、建築物の屋外に設けられる
廊下及び階段と建築物の内部に設けら
れる廊下及び階段で容積率算定上の
取扱いが相違することは不合理である
ため、建築基準法第５２条第５項によ
り、共用の廊下又は階段の用に供する
部分について、容積率算定の基礎とな
る延べ面積に算入しないこととしてい
る。一方、集会場は、集会等の用途に
供される床として利用されるものであ
り、容積率に算入しないこととするのは
適当でない。

建築基準法第５２条

その他

管理コード

ｚA160053

ｚA160054

ｚA160055

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

住居系用途地域における共同住宅
の附属駐車場の面積制限及び階
数制限の緩和

建築基準法におけるＩＨクッキング
ヒーターの取扱の明確化【新規】

分譲マンションにおける集会室の容
積率不算入
【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A092

5053A093

5053A096

23/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

92

93

96

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

共同住宅に必要な駐車場を全て確
住居系用途地域における共同住宅
保できるよう､住居系用途地域におけ
の附属駐車場の面積制限及び階
る共同住宅の附属駐車場の面積制限
数制限の緩和
及び階数制限を緩和すべきである｡

建築基準法におけるＩＨクッキング
ヒーターの取扱の明確化【新規】

IHクッキングヒーターをはじめとする
電磁式調理器等には裸火がないこと
から､法28条３項および法35条の２は
適用されないと解釈した上で､通達等
を発布してその旨を明示すべきであ
る｡（現在､地方自治体によって同法に
該当するとしているケースと該当しな
いとしているケースがあり､取扱がまち
まちである）

分譲マンションにおける集会室の容 分譲マンションの集会室については、
積率不算入
【新規】
容積率の算定外とすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

共同住宅の附属駐車場の面積は、
建物規模及び敷地規模にかかわらず
絶対面積で制限されている。従って共
同住宅の規模が大きい場合、①駐車
場の設置率を低くする､②敷地を細分
化して利用する､③延べ面積に算入さ
れない平面式駐車場を多くする､といっ
た計画とせざるを得ない。その結果、
①自動車が収容しきれない､②土地の
細分化が促進される､③敷地の大部分
を平面式駐車場とするため緑地面積
が減る等の弊害が生じている。また、
共同住宅の附属駐車場の階数が２階
以下に制限されていることによっても
同じ弊害が生じている｡一団地認定を
取得した

住居系用途地域にお
いて、共同住宅の附属
駐車場の面積は低層住
居系では600㎡以下､中
高層住居系では3,000㎡
以下に制限されている。
また階数についても､低
層住居系では１階のみ､
中高層住居系では２階
以下に制限されている。
これらの制限により､共
同住宅に必要不可欠な
駐車場が確保できな
かったり､緑地面積が少
なくなる等の弊害が生じ
ている

ＩＨクッキングヒーターをはじめとする
電磁式調理器等を同法28条3項､35条
2項の規定から外すことにより､多様な
換気の組合せ･内装プランニングが民
間の創意工夫により生み出される。
また､必要に応じた換気設備の規模､
内装仕上げを選択することができるよ
うになると､過剰な設備の導入を回避
でき､省エネやCO2の削減につながる。

建築基準法第28条３
項は「かまど､こんろ､そ
の他火を使用する設備
若しくは器具を設けたも
の（政令で定めるものを
除く。）には、政令で定
める技術的基準に従っ
て、換気設備を設けな
ければならない」と定め
ている。
また、同法第35条の２
は「かまど､こんろ､その
他火を使用する設備若
しくは器具を設けたもの
は、政令で定める技術
的基準に従って、その
壁及び天井(天井のない
場合においては、屋根)
の室内に面する部分の
仕上げを防火上支障が
ないようにしなければな
らない」と定めている。

マンション管理については、2000年に
「マンションの管理の適正化の推進に
関する法律」が公布され、これを受け
た国土交通省告示「マンション管理適
正化指針」において、「管理組合を構
成するマンションの区分所有者等は、
管理組合の一員としての役割を十分
認識して、管理組合の運営に関心を持
ち、積極的に参加する等、その役割を
適切に果たすよう努める必要がある」
との記載があり､管理組合の活動の重
要性が指摘されている。分譲マンショ
ンにおける集会室は管理組合の月１
回ほどの理事会や年１〜２回程度の
総会を開催するスペースとして重要性

共同住宅については、
1997年の建設省通達に
より、「共用の廊下又は
階段の用に供する部分
の床面積については、
容積率算定上、その延
べ面積に算入しない」こ
ととされたが、集会ス
ペースについては対象
外とされた。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

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）

一定規模以上の場合に、建築物の用
建築基準法施行令 途に応じて、火災時の避難安全性の確
第１２１条第１項及び 保の観点から、２以上の直通階段の設 c
けて、２方向に避難路を確保することを
第２項
義務付けている。

建築基準法は、国民の生命、健康、
財産を保護するため、安全及び衛生の
観点から、建築物の用途規模等に応じ
て、建築物の構造及び設備等に関する
最低限の基準を定めているものであ
る。
共同住宅の居室は、ホテル、旅館、下
宿の宿泊室や寄宿舎の寝室と同様、就
寝用途に係る居室であり、その他の用
途の居室に比べてより一層の避難安全
性能の確保が必要なため、オフィスビ
ルの居室よりも厳しい要件が規定され
ているところであり、ご要望の提案の実
現は困難である。

建築物の各部分の高さは、都市計画法
建築基準法第５６条 に基づく都市計画及び建築基準法によ d
り定められている。

道路斜線制限は、市街地における重要
な開放空間である道路及び沿道の建
築物の日照、採光、通風等の環境を確
保することを目的とする制限であり、道
路斜線の適用距離については、道路の
環境等に影響の少ない上部での自由
度を向上させ、道路に近い位置におけ
る開放空間の形成を図るため、基準容
積率に応じて定めているものであり、こ
の適用距離を越える範囲は道路斜線
制限が及ばないこととしている。高容積
率が指定される地域においては、道路
に対する環境上の影響を考慮して、道
路斜線制限の適用距離は大きくなって
いるものである。
この適用距離を一律に緩和すること
は適当ではないが、建築基準法等の一
部を改正する法律（平成１４年法律第８
５号）により、従来の斜線制限と同程度
以上の市街地環境を確保する建築物
については、斜線制限を適用除外とす
る制度を創設したところであり、当該制
度の活用により対応可能である。また、
敷地内に適当な空地を確保することに
より特定行政庁の許可で道路斜線制限
の緩和を受けることができる総合設計
制度の活用によっても対応可能であ
る。

宅地建物取引業
法第４６条第１項
昭和４５年１０月
２３日建設省告
示第１５５２号

宅地建物取引業者が宅地又は
建物の売買、交換又は賃借の
代理又は媒介に関して受けるこ c
とのできる報酬（仲介手数料）の
額は、国土交通大臣の定める
告示において定められている。

不動産取引の媒介業務等に係
る報酬の上限設定については、
消費者保護の観点から必要不
可欠であると考える。また、媒介
業務以外の関連サービスに係
る報酬については、別途請求す
ることが可能である。

その他

管理コード

ｚA160056

ｚA160057

ｚA160058

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

オフィスビルの住宅転用を目的とし
た規制緩和

斜線制限の撤廃・緩和

宅建業法上の仲介手数料の規制
緩和

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A097

5053A098

5053A099

24/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

97

98

99

要望事項
（事項名）

要望理由

その他
（特記事項）

共同住宅(耐火構造)についても､オ
フィスビル(耐火構造)同様､５階以下の
オフィスビルの住宅転用を目的とし 部分では､避難階の直上階については
た規制緩和
居室の床面積が400㎡を超える場合に
ついてのみ２方向避難路の設置を義
務付けるべきである。

防災対策､安全対策が十分取られる
必要性については、オフィスビルも共
同住宅も全く同じであり､共同住宅とオ
フィスビルとで２方向避難路の設置が
義務付けられる要件が同じとすべきで
ある。重要なことは､安全に避難階に
達することができる設備が実質的に
整っていることであり､共同住宅(耐火
構造)について居室の床面積が200㎡
を超えているというだけの理由で２方
向避難路の設置を義務付けるのはあ
まりにも画一的である。建築ストックの
有効活用が求められるなか、空室を抱
えた既存の事務所ビルを住宅に転用
することは、都市の活性化や省資

オフィスビル(耐火構
造)においては、５階以
下の階で、且つ避難階
の直上階にあっては、
その階における居室の
床面積の合計が400㎡
未満の場合、2方向避
難階段を設置しないで
よい｡しかし、共同住宅
(耐火構造)の場合、床
面積の合計が200㎡を
超える場合２方向避難
階段の設置が義務付け
られている｡よって、５階
以下の階で、且つ避難
階の直上階の床面積合
計が200㎡以上400㎡未
満のオフィスビルは、そ
のままでは共同住宅へ
の転用ができない｡

基準容積率の拡充に伴い最大50mに
引き上げられた商業地域内の道路斜
線の適用距離について､従前どおり
35m上限とする、あるいは､現在1.5と定
められている数値を引き上げることで
容積率の充足を可能とすべきである。

基準容積率が引き上げられたにも関
わらず､道路斜線適用距離の引き上げ
によって容積率の充足が妨げられてい
る。斜線規制は容積率の充足を妨げ､
土地の高度利用を妨げるばかりか､土
地の規模によって建築物の高さがまち
まちになり､景観を損ねるという弊害を
孕んでいる。特に､50m道路に面した街
区がほとんど存在しないことに鑑みれ
ば､50m上限自体が非現実的な数値で
ある。また、道路反対側での採光､通
風確保が可能な場合など､画一的な道
路斜線制限自体が無意味な場合も
多々存在することに留意すべきであ
る。

2003年１月の建築基
準法改正により､商業地
域内の建築物の基準容
積率が1300％まで拡大
されている(建築基準法
52条１項３号)。一方で、
道路斜線の適用距離が
従前の35m上限から、
容積率に応じて最大
50mまで引き上げられて
おり(建築基準法56条､
同別表第３)､容積率の
充足の妨げとなってい
る。

仲介手数料の上限規制を緩和すべ
きである。

一定範囲内の報酬を支払うことで基
本的サービスが受けられることが重要
であるが、いかにサービス内容に付加
価値をつけても仲介手数料は頭打ちと
いうことでは､仲介業者としても「仕事
の質はともかく数をこなす｣方が有利と
いうことになり、顧客志向と離れた結果
を招きかねない。そもそも仲介手数料
はサービスの質の対価として市場が決
定するものであり､仲介業者による不
当利得を防止するための最低限の規
制のみで十分である。

宅地建物取引業者が
宅地・建物の売買、交
換、貸借の代理・媒介に
関して受けることのでき
る報酬（仲介手数料）の
額は、国土交通大臣の
定める告示により、上限
が定められている。

斜線制限の撤廃・緩和

宅建業法上の仲介手数料の規制
緩和

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

都市計画法第１２条
の５、１２条の１１、道
路法第４７条の５、建
築基準法第４４条第
１項第３号

建築基準法第５２条

建築基準法第５６条
の２、第６０条の２、
別表第四
規制改革の推進と都
市計画・建築規制制
度の運用について
（平成１６年２月２７
日 国都計第１８８
号・国住街第３６７号
都市計画課長・市街
地建築課長通知）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

立体道路制度が適用になるのは、道路
の新設、改築の場合に限られており、
道路の種別も自動車専用道路等に限
定されている。
ｃ
また、立体道路制度の対象となる道路
は、都市計画法、道路法及び建築基準
法上一定の条件に該当する道路に限
定されている。

既存道路の上部空間に建築物を設置
した場合、当該道路は市街地における
開放空間という前提で建築された沿道
の既存建築物等に対する影響が大き
く、市街地環境が悪化するおそれがあ
るほか、建築物の建設期間中は、道路
の通行止めや車線規制に伴う交通渋
滞が発生し、安全かつ円滑な交通の確
保に支障をきたすおそれがある。
また、一般道路を立体道路制度の対象
とすることについては、火災時におい
て、立体道路は、例えば放水やハシゴ
車が機能しない等、円滑な消防活動の
支障になり、加えて、煙や火災が道路
内に蔓延する等、建築物利用者の避難
の場としても機能しないため、立体道路
制度の対象としては、接道対象道路と
しての機能が期待されない自動車専用
道路や、高架道路その他これに準ずる
道路（掘り割り構造の道路を想定）に限
定している。

共同住宅においては、共用の廊下及び
階段の用に供する部分については容積
ｃ
率算定の基礎となる床面積に算入され
ない。

建築基準法第５２条第５項により、共同
住宅の共用の廊下又は階段の用に供
する部分については、容積率算定の基
礎となる延べ面積に算入しないこととし
ている。一方、住宅で事務所、店舗その
他これらに類する用途を兼ねるものに
ついては、本制度の対象となる共同住
宅には該当しないものであり、当該規
定の対象としてはいない。なお、共同住
宅の用途に供する部分とその他の用途
に供する部分が複合している建築物に
ついては、専ら住戸の利用のために供
されている共用廊下等の部分は当該規
定の対象としているものである。

都市再生特別地区内では、用途地域に
定められた容積率を適用せずに、都市
再生特別地区に関する都市計画にお
いて定められた建築物の容積率の最
高限度を適用する。
また、道路法・都市計画法・土地区画整
d
理法・都市再開発法等による新設又は
変更の事業計画のある道路で、２年以
内にその事業が執行される予定のもの
として特定行政庁が指定したものは建
築基準法上の道路とみなし、建築物の
形態規制を行っている。

都市再生特別地区に関する都市計画
においては、建築物の容積率の最高限
度を定めることとされている。建築基準
法第６０条の２第４項では、これを建築
基準法第５２条第１項各号に掲げる数
値とみなすことにより、容積率制限を緩
和しているものである。
なお、建築基準法第５２条第２項におい
て、前面道路の幅員による容積率制限
の規定があるが、都市計画等によって
道路幅員拡幅の予定が明らかな場合
であれば、建築基準法第４２条第１項
第４号の規定により、２年以内にその事
業が執行される予定のものとして特定
行政庁の指定を受けることにより、拡張
後の幅員が道路の幅員として扱われ
る。

その他

管理コード

ｚA160059

ｚA160060

ｚA160061

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

立体道路制度の一般道路への適
用【新規】

共同住宅の共用部の容積率不算
入の兼用住宅への適用【新規】

都市再生特別地区における前面道
路幅員による容積率の制限の緩和
【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A101

5053A102

5053A103

25/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

101

要望事項
（事項名）

立体道路制度の一般道路への適
用【新規】

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）

既存道路を公衆用道路として残しつ
つ、複数街区の一体開発を行うことが
できるよう､特に緊急性を要する都市再
生特別地区における開発については、
立体道路制度の既存一般道路への適
用を認めるべきである。

細街路が多く、街区規
模が小さい既成市街地
において、ひとつの街区
をまとめただけでは十
分な街区規模にもなら
ず、計画的な街づくりを
行うためには､道路をま
たいだ複数街区での一
街区規模が小さな既成市街地を､時
体開発が必要となる場
代のニーズに対応した大きな街区に再
合がある。しかし､道路
生し、街としての連続性を確保し､オー
上への建物建築は原則
プンスペースなどを創出することができ
として認められない(建
る。
築基準法44条)｡特定行
政庁の認定の下､道路
内の建物建築を認める
｢立体道路制度｣がある
が､同制度は一般道路
には適用されないため､
複数街区の一体開発は
事実上困難である。

共同住宅における兼用住宅について
も、延べ床面積不算入対象とすべきで
ある。若しくは、共同住宅における兼用
住宅を明確に定義し、良質な住環境を
侵害しない範囲については、同様に共
用部不算入の適用を受けられるよう検
討すべきである。

ライフスタイルの多様化に伴い､住ま
いながら仕事をする人々（SOHO使用）
が増えている中、共同住宅における兼
用住宅の概念が明確でないため、入
居希望者がどのような制約を受けるの
か曖昧である。また、この規制は、特
定行政庁が定住促進を目的に設置す
る付置住宅への都心居住推進の弊害
となっている。今後は、多様な住文化
を受け入れ､法52条４項の主旨である
ゆとりある廊下等を備えた良質な共同
住宅の環境を提供すべきである。

102

共同住宅の共用部の容積率不算
入の兼用住宅への適用【新規】

103

①建築基準法第60条の２第４項を改正
し、都市再生特別地区については、建
築基準法第52条１項に定められている
容積率制限を適用しないよう措置すべ
都市再生特別地区における前面道 きである。
路幅員による容積率の制限の緩和 ②仮に、第52条１項が適用されるとし
【新規】
ても、｢都市計画等によって道路幅員
拡張の予定が明らかな場合、容積率
については拡張後の幅員を基準とす
る｣という通達を出すことで容積率の拡
大を可能とすべきである。

建築基準法第52条第
５項において､共同住宅
の共用廊下､又は階段
の用に供する部分の延
べ床面積は容積率不算
入と規定されているが､
事務所等を兼ねる兼用
住宅については通達に
より対象外とされてい
る。

都市再生特別地区内
①特定街区(建築基準法第60条第３
の建築物の容積率は、
項)、再開発地区計画(同第68条の５第 建築基準法第52条１項
1項参照)については、建築基準法第52 に掲られた数値が最高
条１項の容積率制限が適用されないこ 限度となる(建築基準法
とに鑑み、都市再生特別地区について 第60条の２第４項)。しか
も同様の扱いとすべきである。
も、開発と併せて道路
②第52条１項が適用されるとしても、将 の両側を拡張する予定
来的に道路が拡幅されることが明らか があり、まず道路の片
であれば、拡幅後の幅員を基準として 側の拡幅のみを先行す
何ら問題ない。容積率の緩和によって る場合、片側拡幅の際
土地の高度利用、都市再生が促進さ の道路幅によって容積
れる。
率が制限される運用と
なっている。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

市街地再開発事業において、一団地の
総合的設計を活用して、複数建物を建
築する場合には、権利調整手続（組合
建築基準法第８６条
設立にかかる地権者の２／３以上の同 ｃ
第６項
意・権利変換・組合決議等）に加えて、
上記建築基準法に基づく地権者の全員
同意要件が課される。

都市計画法令第８条
都市計画運用指針 都市再生特別地区の区域を、地形、地
ｄ
4−2−1 D（3）2）
物により区分する旨の規定はない。

都市計画法 第８
条、第９条、第１７
条、第１９条、第２１
条の２、第２１条の
３、第２１条の４、第２
１条の５
建築基準法 第５８
条、第６０条、第６０
条の２
都市再生特別措置
法 ３７条、３８条、３
９条、４０条

市町村は、都市計画法に基づく地域地
区として、高度地区を定めることができ
る。
ｄ
高度地区は、建築物の高さの最高限度
又は最高限度を定めるものである。

措置の概要
（対応策）
建築基準法第８６条第１項の一団地認
定を受けた場合、①容積率や建ぺい率
などの規制について対象区域内にある
建築物は全て同一敷地内にあるものと
みなされ、一般とは異なる制限を受ける
こととなる（例えば、当該用途地域にお
いて通常認められる容積率よりも大幅
に少ない容積率しか認められない敷地
が出てくる）、②対象区域内における認
定後の増築や建替えについては、全て
新たに特定行政庁の認定を受けること
が必要になる（建築確認のみでは建築
できない）といったように、対象区域内
の土地が将来にわたり制限を受けるこ
とになる。
容積率や建ぺい率などの規制は、行
政上の目的を達成するため、都市計画
法に定める手続きを経て地方公共団体
が都市計画を定めることにより財産権
の制限を行うものである。一団地認定
制度は、こうした手続きを経ることなく特
定行政庁の認定により容積率等の規
制を変更することが可能となるが、これ
は、上記のように将来にわたる財産権
の制限を受ける可能性のある関係権利
者の全員同意を前提に、特例として認
められているものである。
関係権利者の全員の同意が得ること
が困難な場合は、高度利用地区や再
開発等促進区等の都市計画において、
都市計画法に定める手続きにより容積
率の適切な配分等を行う必要がある。
なお、事業計画の軽微な変更等への
適切な対応については、「市街地再開
発事業の円滑かつ迅速な実施につい
て」（平成１４年１月２３日、国都計第２０
９−１号 国都市第４２０−１号 国住街

都市計画法施行令第８条において、区
域区分のための土地の境界は、原則
地形、地物等土地の範囲を明示するの
に適当なものにより定めることとされて
いるところである。都市再生特別地区
等地域地区についても、境界を地形、
地物等土地の範囲を明示するのに適
当なものにより定めることが望ましいこ
とはいうまでもないが、計画内容の合理
性と実務的な区域設定の明示性を勘案
して、地形、地物に拠らずに境界を定め
ることが相応しいと考えられる場合に
は、必ずしも地形、地物に拠らずに、都
市計画決定権者である都道府県が都
市再生特別地区として適切であると判
断した境界を定めることが可能であり、
状況に応じ筆界等をもって地区界とす
るなど弾力的な対応をとることも考えら
れる。

その他

管理コード

ｚA160062

ｚA160063

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

項目

一団地認定に際しての地権者全員
同意要件の撤廃

地形地物に拠らない区域設定の容
認【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A104

5053A105

1

1

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

104

105

① 高度地区で定められた高さの最高限度（最低限度）につ
いては、計画的な街づくりを行う場合に、適用除外される仕
組みが存在する。具体的には、特定街区及び都市再生特
別地区を定めた場合に、建築基準法に基づき、高度地区に
定められた高さの最高限度（最低限度）は適用しないことと
されている。
また、都市計画法及び都市再生特別措置法に基づき、都
市計画の決定等についての提案制度が措置されているとこ
ろであり、土地所有者等が、都市計画決定権者である都道
府県又は市町村に、特定街区及び都市再生特別地区によ
る計画的な街づくりを提案することが可能である。なお、提
案を受けた都道府県又は市町村は、遅滞なく提案内容につ
いて、都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうか
を判断し、都市計画の決定・変更をしようとする場合には、
提案内容を添えて都市計画審議会に付議することとされて
いるとともに、都市計画の決定・変更する必要がないと判断
した場合にも、都市計画審議会へ提案内容を提出してその
意見を聴かなければならないこととされ、その上で提案者に
都市計画の決定・変更する必要がないと判断した旨及びそ
の理由を通知することとされている。
② 高度地区は、都市計画であり、都市計画決定手続を経
て決定される。
都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市
活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限の下
に土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念とし
て、定めるものである。このためには、土地について一定の
制限を課する必要があるが、その公共性を保つ根拠とし
て、都市計画の決定・変更手続が法定されているところ。
具体的には、都市計画決定・変更にあたり、当該都市計画
の案の公告及び２週間の縦覧に供することとされているこ
と、その間意見書の提出が可能とされていること、都市計画
審議会の議を経て都市計画決定・変更されること、都市計
画審議会への付議に当たり、提出された意見書の要旨を都
市計画審議会に提出しなければならないこととされているこ
と等の手続が法定されているところであり、制限の導入に伴
い地権者・所有者等に不測の損害を与えることは想定され
ず、ご指摘の趣旨は既に措置されているものである。
なお、高度地区の都市計画決定・変更の公示の際、現に
存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しく
は模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地（いわゆる
既存不適格建築物）については、当該高度地区の制限内容
の適用除外となる。

ｚA160064

国土交通省

絶対高さ制限を定める高度地区の
指定について【新規】

5053

5053A106
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1

(社）日本経済団体連合会

106

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）

一団地認定（第86条第３項）の下､同
一敷地内に複数の建物を建てようとし
ていたところ、地権者全員の同意が得
られなかった場合､都市計画を変更す
る必要がある。2002年１月23日の通達
によって､｢都市計画の変更等は建築
計画に支障のないものとする｣よう配慮
されており､この点は評価できるが、都
市計画の変更には審議会に諮る等の
時間を要し､スケジュール的なロスを被
ることになる。一団地認定がそのまま
認められれば、そもそも都市計画の変
更手続は不要であり､地権者全員同意
の緩和を行うべきである。 地権者全
員の同意が得られる見

1998年６月の建築基
準法改正により、一団
地の総合的設計を行う
際にも、全地権者の同
意が必要となった(第86
条第６項)。これにより、
市街地再開発事業にお
いて、一団地の総合的
設計を活用して、複数
建物を建築する場合
は、権利調整手続に加
えて、上記建築基準法
に基づく地権者の全員
同意要件が課せられる
こととなった。

区域設定(特に都市再生特別地区の
地形地物に拠らない区域設定の容
設定)に際しては、地形地物に拠らない
認【新規】
設定を認めるべきである。

都市再生特別地区は殆どが従来か
らの既成市街地であるため、プロジェ
クトを始動させる場合、限られた時間
の中で関係権利者の合意を得て道路
等の地形地物を境界として区域設定
することが困難な場合が多々ある。事
業の早期実施の都合上、地形地物に
関らず柔軟に区域設定をしていくこと
が不可欠である。

都市計画運用指針に
基づき、用途地域の区
域等の境界は原則とし
て道路、鉄道、その他
の施設、河川、海岸、が
け、その他の地形、地
物等土地の範囲を明示
するのに適当なものに
よって定めることが望ま
しいとされている。これ
に基づき、都市計画の
区域設定に際しても区
域の境界は地形地物で
あることが求められてい
る。

通達等を発布することで、①一律の
基準として絶対高さ制限を定める場合
でも、計画的な街づくりについては例
絶対高さ制限を定める高度地区の
外を認め得ること、②制限の導入に伴
指定について【新規】
い地権者・所有者等に不測の損害を
与えないよう経過措置を設けることを
徹底すべきである。

建物の高さは都市景観を形作る要素
の一つであるが、それが全てではな
い。また､高さの上限を制限しても､上
限の範囲内で高さを自由に決定できる
とすれば､チグハグな都市景観の出現
を防止できない。さらには､高さだけを
新宿区をはじめとする
制限することで建ぺい率いっぱいに建 都内の自治体におい
物を建設し､かえって緑地を増やすこと て､建築物の絶対高さの
がままならないという悪循環もあり得 制限を厳しくする動きが
る。このように絶対高さ制限は、街並 ある。
や市街地環境の向上に繋がらない可
能性がある。建物の集約化、広場や緑
地の形成、災害に強い街への転換、必
要な都市機能の誘導を図るべく計画的
な街づくりを推進する上で、絶対高

都市再開発法に基づく市街地再開発
一団地認定に際しての地権者全員 事業については、建築基準法に基づく
同意要件の撤廃
地権者の全員同意要件の適用対象か
ら除外すべきである。

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

地方公共団体が土地利用の状況等を
勘案して条例で指定する区域におい
建築基準法第５６条
て、中高層の建築物が周辺に影を落と d
の２
す時間は一定時間以下でなければなら
ない。

建築基準法第５２条
第１４項
「建築基準法第５２条
第１３項第１号の規
定の運用について」
（平成１６年２月２７
日 国住街第３８１号 自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄熱シ
市街地建築課長通 ステム等環境負荷の低減等の観点か
ら必要な設備であって、公共施設に対
知）
d
「中水道施設等を設 する負荷の増大のないものについて
置する建築物に係る は、容積率緩和の許可の対象であると
建築基準法第五二 通知。
条第四項第一号の
規定の運用につい
て」（昭和６０年１２月
２１日 住街発第１１
４号 住宅局長通達）

建築基準法第４８条
第１項〜第１０項
別表第２（と）項４号・
（り）項４号・（ぬ）２号
建築基準法施行令
第１１６条、第１３０条
の９

貯蔵可能な数量の上限は、第２種中高
層住居地域・第１種住居地域・第２種住
ｃ
居地域・準住居地域においては３５０
Nm3、近隣商業地域・商業地域におい
ては７００Ｎm3である。

措置の概要
（対応策）

日影規制は、地方公共団体が土地利
用の状況等を勘案して条例で指定する
区域において、中高層建築物により生
じる日影を一定範囲内におさめ、当該
区域において一定の日照を確保し、良
好な居住環境を確保することを目的と
するものである。このため、都市再生特
別地区の周辺地域について、一律に日
影規制を廃止又は緩和することは適当
ではない。なお、地方公共団体が条例
で日影規制の対象指定する区域から除
外又は規制を緩和するか、又は、土地
の状況等により周囲の居住環境を害す
るおそれがないと認めて特定行政庁が
許可することは可能である。

建築基準法第５２条第１３項第１号に係
る許可の対象については、「中水道施
設等を設置する建築物に係る建築基準
法第５２条第１０項第１号の規定の運用
について」（平成８年３月２９日住街発第
３３号建設省住宅局長通達）の許可準
則第１号（１）から（１３）までに掲げられ
ているところであるが、さらに平成１６年
２月２７日に通知した「建築基準法第５
２条第１３項第１号の規定の運用につ
いて（国住街第３８１号住宅局市街地建
築課長通知）」において、太陽光発電設
備や自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄
熱システム等環境負荷の低減等の観
点から必要な設備であって、公共施設
に対する負荷の増大のないものについ
て、特定行政庁が幅広く本許可の判断
の対象とし、積極的に対応することが望
ましい旨を通知しているところ。

建築基準法施行令では、市街地におけ
る安全性を確保するため、用途地域ご
とに危険物の製造や貯蔵に関する制限
を設けている。圧縮天然ガスの自動車
燃料充てん設備については、圧縮天然
ガスの製造に係る制限を緩和し、第一
種住居地域、第二種住居地域、準住居
地域、近隣商業地域、商業地域及び準
工業地域（工業地域及び工業専用地域
については制限なし）において、天然ガ
ススタンドの立地を可能としているとこ
ろである。
一方、圧縮天然ガスの貯蔵量の制限に
ついては、他法令で定められている天
然ガススタンドに係る技術基準のみで
は、圧縮天然ガスの貯蔵量の制限を一
律に緩和するまでの安全性は確保しき
れないことから、建築基準法施行令に
おける制限数量の見直しを行うことは
適当ではない。

その他

管理コード

ｚA160065

ｚA160066

ｚA160067

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

緊急整備地域内における日影規制
の緩和【新規】

集合住宅における容積率算定の緩
和措置の対象設備の範囲拡大及
び運用方法の明確化【新規】

圧縮天然ガス自動車燃料充てん設
備の蓄ガス量上限の拡大【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A107

5053A108

5053A109
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1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

107

108

109

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）

都市再生を進めていく緊急整備地域
内については、現行の日影規制を廃
止又は緩和すべきである。
もしくは､特区を活用し都市再生を図
る区域の周辺については､一定規模以
緊急整備地域内における日影規制
上の空地を確保した場合には日影規
の緩和【新規】
制を緩和もしくは撤廃するなどの仕組
みを検討すべきである。
また、日影規制に加えて建物の最高
高さの限度についても、柔軟に対応し
ていく必要がある。

容積利用面において高さが抑制され
ると、空地を滅失して建築せざるを得
ず、結果的に地域全体で多大なオープ 都市再生特区(都市再
ンスペースを消失することになる。
生特別措置法36条)で
日影規制を緩和することで、建築面 あっても、周辺地域に日
積を増やすことなく、ある一定規模以 影規制がある場合、そ
上の緑地、オープンスペース等を確保 の適用を受けることにな
しながら建築計画を行なうことが可能 り、建築の自由度が制
となる。また、このような開発を街区全 限される。
体で連続して行うことでヒートアイランド
化現象の抑制にも寄与する。

①自然冷媒を用いたヒートポンプ・蓄
熱システムに加え、新冷媒ヒートポン
プ給湯機（代替フロン系）および電気温
水器についても国土交通省通達に例
示し、建築基準法52条13項の容積率
緩和の対象となるよう措置すべきであ
集合住宅における容積率算定の緩 る。また、同通達の運用について、各
和措置の対象設備の範囲拡大及 自治体に徹底すべきである。
び運用方法の明確化【新規】
②さらに、自然冷媒を用いたヒートポン
プ・蓄熱システム、新冷媒ヒートポンプ
給湯機（代替フロン系）および電気温
水器について建築基準法52条13項の
容積率緩和措置の対象とするに止まら
ず、同52条5項の容積率不算入の対象
とすることを検討すべきである。

自然冷媒を用いたヒートポンプ給湯
器に限らず、代替フロン等の新冷媒
ヒートポンプ給湯器および電気温水器
についても、環境負荷の低減に資する
設備である。中でも代替フロン等の新
冷媒ヒートポンプ給湯器は、自然冷媒
を用いたヒートポンプ給湯器と仕組や
機能面で相違がないといえる。また、こ
れら温水器は貯湯タンク内の水を災害
時等に非常用水として活用できるな
ど、防災面でも極めて有効である。家
庭用の給湯エネルギーの効率化の観
点からすると、多様な熱源による住宅
形成が一層望まれ、自然冷媒ヒートポ
ンプ給湯機に限らず、広く省エネル
ギー機

①建築基準法第52条13
項は､特定行政庁が許
可したものについて容
積率の緩和を認めてい
る。この点に関し､自然
冷媒を用いたヒートポン
プ・蓄熱システムについ
ては、国土交通省通達
(昭和60年12月21日住
街発114)の改正によっ
て容積率緩和の対象と
して例示されるに至った
が、電気温水器や新冷
媒ヒートポンプ給湯機
（代替フロン系）につい
ては明確な記載がなさ
れていない。②また、同
法第52条13項１号は、
「同一敷地内の建築物
の機械室その他これに
類する部分の床面積の
合計の建築物の延べ床
面積に対する割合が著
しく大きい場合〜」と

天然ガススタンドの蓄ガス量上限を
拡大すべきである。
具体的には、現行で数量限度が最低
圧縮天然ガス自動車燃料充てん設
な住居系地域での上限を350Nm3から
備の蓄ガス量上限の拡大【新規】
1,700Nm3まで拡大すべきである。さら
に、他の用途地域についても、最低
1,700Nm3まで拡大すべきである。

圧縮天然ガス自動車は、運輸部門に
おけるNOx、PM削減による都市内環
境保全に加え、CO2排出量削減による
地球環境保全に資することができる自
動車であり、早期の普及が期待され
る。しかし、燃料供給インフラである天
然ガススタンドの設備規模について、
特に普及効果の高い都市部における
蓄ガス量の制限により、実用に即した
天然ガススタンドの建設が困難となっ
ている。
そこで、蓄ガス量上限の拡大により
燃料供給インフラの建設と既設スタン
ドの拡張を進め、天然ガス自動車の普
及を加速すべきである。なお、圧縮天
然ガススタンドは、高圧

建築基準法施行令で
は、圧縮ガスの貯蔵に
関してガス種、貯蔵形
態に関係なく一律に貯
蔵上限量が定められて
おり、商業地域、住居系
地域にて実用に即した
規模の天然ガススタンド
の建設が困難となって
いる。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

｢コンビニエンススト
ア等を使用した募集
型企画旅行商品等
の販売について｣（平
成９年５月２日運観
旅第２７３号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

コンビニエンスストア等旅行業者等の
営業所以外の場所を使用して旅行契約
の締結を行う場合には、｢コンビニエン
スストア等を使用した募集型企画旅行
商品等の販売について｣（平成９年５月 ｂ
２日運観旅第２７３号）に基づき、約款を
定め、旅行業法第１２条の２第１項に規
定する国土交通大臣の認可を得ること
が必要である。

中国からの訪日観光団体旅行につい
「中華人民共和国国 ては、平成１２年６月に日中両政府間で
民の訪日団体観光 合意された「中華人民共和国国民の訪
旅行実施要領」（平 日団体観光旅行実施要領」等に基づ a
成１２年６月に日中 き、日中双方がそれぞれの一定の基準
両政府間で合意）等 に基づき指定した旅行会社のみ、当該
旅行の取扱いが可能とされている。

廃棄物処理法第２条
第４項第１号、第１５
条の４の２ 廃棄物
処理法施行規則第１
２条の１２の２、第１２ 建設工事に係る掘削工事に伴って排
条の１２の４ 平成９ 出されるもののうち、含水率が高く微細
年厚生省告示第２５ な泥状のものは、無機性汚泥として取
９号 平成１１年厚生 り扱われており、土砂か汚泥かの判断
は、掘削工事に伴って排出される時点
省告示第２６１号
平成１３年６月１日付 で行うものとしている。
け環廃産第２７６号
また、再生利用認定制度の対象とな
環境省大臣官房廃
棄物・リサイクル対策 る産業廃棄物等については、告示で定
部産業廃棄物課長 めている。
通知「建設工事等か
ら生ずる廃棄物の適
正処理について」

d（一
部b)

Ⅳ

-

措置の概要
（対応策）

旅行商品、特に、募集型企画旅行商品
については、商品によりサービス内容
が全く異なっており、これに対する旅行
者の誤解等も多く見受けられる。そこ
で、旅行者保護の観点から、事前に、
旅行者が提供を受けることができる旅
行サービスの内容を明確にした上で、
契約を締結できるよう措置することが必
要になる。
以上より、旅行業法においては、旅行
業者が旅行者と各種旅行契約を締結し
ようとするときは、取引条件の説明を行
うよう義務付けている（旅行業法第１２
条の４）。
コンビニエンスストア等、営業所以外の
−
場所を使用して旅行契約の締結を行う
場合についても、上記のような旅行者
保護の必要性に変わりはないことか
ら、旅行者からの要請の有無に関わら
ず、契約締結前に十分な説明が行われ
るよう措置する必要がある。このため、
個別に約款の認可を行っているところ
である。
今般のご提案を踏まえ、その手段につ
いては、旅行業者やコンビニエンススト
ア等旅行代金収受業務を行う者等関係
各者の意見も伺いながら、端末機への
電話機の設置義務付け以外の旅行者
保護が図られる代替措置について検討
することとしたい。

日本側取扱旅行会社の指定の申請に
ついては、本年７月２５日より中華人民
共和国からの訪日団体観光旅行の査
−
証発給対象地域が中国全土に拡大さ
れるのを機会に、本年８月１日以降、常
時受け付けることとしている。

①について・・・規制改革・民間開放推
進３か年計画(2005年３月)において、本
年度中に措置すべき事項として「建設
汚泥から再生される建設汚泥改良土の
取扱について廃棄物にあたるか否かの
判断に係る解釈を明確化する」とされた
ことを受け、解釈通知を本年７月に発出
したところ。
②について・・・建設汚泥に係る再生利
用認定制度については、現在認められ
ている高規格堤防の築造材以外に、汚
泥の再生利用の促進に寄与し、再生品
の利用が見込まれる等の要件を満たす
具体的な再生利用の方法の有無につ
いて、国土交通省と連絡調整会議を設
け実態を把握するなどして、検討してい
るところである。

その他

管理コード

ｚA160068

ｚA160069

ｚA160070

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省
境省

項目

｢コンビニエンスストア等を使用した
主催旅行商品等の販売に関する旅
行業約款｣に関する規制緩和【新
規】

中国からの訪日団体観光旅行に対
する本邦内における取扱い旅行会
社の選定審査の常時受付【新規】

環 廃棄物処理法上の｢建設汚泥｣の

取扱いの見直し

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A110

5053A112

5053A116
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1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

110

112

116

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

｢コンビニエンスストア等を使用した
主催旅行商品等の販売に関する旅 オンラインシステムの端末機への電
行業約款｣に関する規制緩和【新 話機設置義務を廃止すべきである。
規】

中国からの訪日団体観光旅行に対 日本側取扱い旅行会社の認可に関
する本邦内における取扱い旅行会 する旅行会社からの申請を、常時受け
社の選定審査の常時受付【新規】 付けるべきである。

廃棄物処理法上の｢建設汚泥｣の
取扱いの見直し

①建設汚泥のリサイクルを促進する観
点から、｢建設汚泥｣に係る廃棄物処理
法上の扱いを見直すべきである。建設
汚泥改良土と建設発生土を一体化し
たリサイクルのルール作りを行い、再
生利用された改良土については廃棄
物処理法の適用外であること」を明確
にすべきである。規制改革・民間開放
推進３か年計画（改定）(2005年３月)に
おいて、「平成17年度中に、建設汚泥
から再生される建設汚泥改良土の取り
扱いについて、廃棄物か否かの判断
に係る解釈を明確にする」旨が盛り込
まれたところであり、解釈の明確化に
あたっては、上記の要望趣旨が

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

旅行業者がコンビニエ
ンスストア等営業所以
外の場所を使用して主
催旅行契約の締結を行
う場合には、当該コンビ
ニエンスストア等に旅行
端末機自体に電話機が設置されてい
者から旅行業者へ接続
なくても、携帯電話やコンビニエンスス
するオンラインシステム
トアの電話機等で旅行者と旅行業者と
の端末機が整備されて
が必要に応じて連絡をとることは可能
いることが要求される。
であり、特段の支障はない。
また、このオンラインシ
ステムの端末機には､
旅行者が旅行業者と連
絡がとれるよう、電話機
が備え付けられている
ことが要求されている。

中国からの訪日団体観光旅行をビジ
ネスとして取り扱うかどうかは 各社の
経営判断であるが、ひとたび当該ビジ
ネスに参入することが意思決定された
際に、その申請自体の受け付けを行っ
ておらず、次の申請募集時期を待つと
いうのでは 機会損失が大きい。意思
決定がなされ、体制を整えた旅行会社
の申請については、常時受け付け、審
査を行うことで、特に問題はないと思
われる。

中国からの訪日団体
観光旅行については、
日中両国政府の指定す
る旅行会社が取り扱う
こととなっている。日本
側取扱い旅行会社の認
可は旅行会社からの申
請を常時受け付けてい
るのではなく、中国にお
ける査証発給対象地域
の拡大等の機会に合わ
せ、取扱い希望旅行会
社を募り、国土交通省
が追加選定・認可して
いる(平成12年６月20日
の日中両国政府間の合
意事項の2．(2)(ロ)は｢
日本側取扱旅行会社に
ついては、今後運輸省
にて募集を行う｣と記す
のみ)。

①建設汚泥は産業廃棄物として扱わ
なければならないため、改良すれば土
砂と同様に再利用できるものが多いに
もかかわらず、管理型最終処分場で処
分しなければならず、リサイクルへの
取組みが遅れている。建設汚泥と規定
される物でも、性状が建設発生土と極
めて類似しているものが多く、用途に
よって柔軟に使い分けることを可能と
すべきである。②高規格堤防の築造材
として再生利用される掘削工事等に
伴って生じた建設汚泥については、環
境大臣の認定を受けた場合の特例の
対象とされているが、実際に認められ
た件数は10件程度の国の直轄工事の
みと実

①廃棄物処理法上｢産
業廃棄物｣とは、｢事業
活動に伴って生じた廃
棄物のうち、汚泥等の
廃棄物をいう｣とされて
おり、｢建設汚泥｣も産業
廃棄物とされている。②
｢土砂か汚泥かの判断
は、掘削工事に伴って
排出される時点で行う｣
とされ、「掘削工事から
排出されるとは、水を利
用し、地山を掘削する工
法においては、発生した
掘削物を元の土砂と水
に分離する工程までを、
掘削工事としてとらえ、
この一体となるシステム
から排出される時点で
判断する」とされてい
る。〔｢建設工事から生
ずる廃棄物の適正処理
について｣（平成13年６
月１日）〕

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

ごみ処理場その他の処理施設の用途
に供する建築物は、都市計画において
もその敷地の位置が決定しているもの
でなければ、新築し、または増築するこ
建築基準法第５１
条、建築基準法施行 とができない。ただし、特定行政庁が都
令第１３０条の２の 道府県都市計画審議会等の議を経て
ｃ
２、第１３０条の２の その敷地の位置が都市計画上支障が
３、都市計画法第７７ ないと認めて許可した場合等において
は、建築が可能。
条、第７７条の２
都道府県都市計画審議会の組織及び
運営に関し必要な事項は、都道府県の
条例で定めることとされている。

地方自治法施行令
第１６７条の１１

（指名競争入札の参加者の資格）
第百六十七条の十一 第百六十七条
の四の規定は、指名競争入札の参加
者の資格についてこれを準用する。
２ 普通地方公共団体の長は、前項に
定めるもののほか、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定める
契約について、あらかじめ、契約の種
類及び金額に応じ、第百六十七条の五
第一項に規定する事項を要件とする資
格を定めなければならない。
３ 第百六十七条の五第二項の規定
は、前項の場合にこれを準用する。

【①につ
いて】
C：全国
Ⅱ
規模で
対応不
可

平１４年５月１日以降、物品・役務の調
達契約については、一定の金額以下等
ｄ
について債権譲渡禁止特約の解除を
行っている。

措置の概要
（対応策）

都市計画審議会の組織及び運営に
関しては、都道府県の条例で定めるこ
ととされており、開催頻度の増大等につ
いては、現行制度で対応可能である。
なお、都市計画運用指針において、
「必要に応じて、都道府県都市計画審
議会及び市町村都市計画審議会の開
催間隔の短縮化や開催予定の事前公
表、手続の短縮化を図ることが望まし
い」としているところであるが、都市計画
審議会の開催頻度については、地方公
共団体の組織運営に関わることであ
り、これ以上の対応は困難である。

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
体間での様式の統一化や手続の共通
化といった取組は、あくまでも各地方公
共団体において自主的に対応すべきも
のであり、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。
なお、国土交通省は、本件に関しては、
地方公共団体に対して指導等を行う立
場にはないが、地方公契連の場を活用
して、申請手続の簡素化の視点から、
国等の発注機関において共通化された
統一様式の紹介を行っているところで
ある。

債権譲渡禁止特約については、平成
１４年５月１日以降、物品・役務の調達
契約について、「売掛債権担保融資保
証制度」に係る物品・役務の調達契約
の一定の金額以下等の契約について、
債権譲渡禁止特約の解除を行い、事務
取扱についても定めているところであ
る。手続きの簡素化等各省庁共通ルー
ルの策定、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
等についての各省庁の統一的な対応）
については、本件を主管している省庁
の検討にあわせて対応していくこととし
たい。

その他

管理コード

ｚA160071

ｚA160072

ｚA160073

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省
務省

全省庁

総

項目

廃棄物処理施設の設置に伴う都市
計画審議会の開催頻度の増大等

公共工事指名願い様式の統一

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化等に係る譲渡禁止特約の解除

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A119

5053A133

5053A143
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1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

119

133

143

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

廃棄物処理施設の設置に伴う都市
計画審議会の開催を定期化するととも
に、現状よりも開催頻度を増大するよ
廃棄物処理施設の設置に伴う都市
う、環境省ならびに国土交通省は都道
計画審議会の開催頻度の増大等
府県に対して、引き続き指導の徹底を
図るなど、廃棄物処理施設が円滑に
整備できるようにすべきである。

公共工事指名願い様式の統一

①各地方公共団体に対して、「公共工
事指名願い」の統一様式を使用するよ
う適切な指導･助言を行うべきである。
②①を行った上で、各自治体でも国土
交通省と同様のオンライン手続きを行
えるようにするべきである。

各省庁・地方自治体向け金銭債権に
つき、速やかに譲渡禁止特約を廃止す
べきである。そのため、各省庁共通の
ルール(①譲渡先が金融機関の場合
国・地方自治体向け金銭債権の証 は債権譲渡禁止特約の適用除外とす
券化等に係る譲渡禁止特約の解除 る、②事前承認手続を大幅に簡素化
する、③債権譲渡に対する取扱を統一
する）を策定することが求められる。地
方公共団体に関しても同様の取扱い
が求められる。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

一定規模以上の廃棄
物処理施設の建設にあ
たっては、廃棄物処理
法に基づく許認可申請
都市計画審議会の開催が不定期で、 のほかに、建築基準法
なかなか開催されないため、建築基準 に基づいて、都道府県
法に基づく諸手続きを経るのに非常に 都市計画審議会の承認
長い時間がかかり、廃棄物処理施設 を得る必要がある。
の建設が円滑に進まない。
しかし、廃棄物処理施
設に係る都市計画審議
会の開催が不定期で、
なかなか開催されない
のが実情である。

公共工事指名願い
国土交通省・事業団・道路公団等で （指名競争入札参加資
はインターネットによる一括申請が可 格申請書）について、国
能となっているが、地方自治体におい 土交通省は統一様式を
ては指名参加願いの様式・方法などが 設定しているが、あくま
千差万別であり、その確認および個別 で参考扱いのため、現
対応のために多大な労力とコストを要 状は地方公共団体によ
している。よって、指名参加様式を統一 り様式にかなり違いが
するとともに、電子化することが望まれ ある（特に、資格所持項
る。
目・職員の分類等の様
これにより、入札参加者の業務の効 式がまちまちであり、逐
率化を実現することができる。
一調査する必要があ
る）。

国の機関及び地方自
治体向けの金銭債権に
ついては、譲渡禁止特
約が付されていることが
多く、当該金銭債権の
証券化等を行うことがで
きない。近年、一部の省
庁においては事前に承
資産流動化を促進する上で、債権譲
認を得ることにより譲渡
渡禁止特約の存在が障害となってい
を認めたり、特定の譲
る。債権譲渡禁止特約の廃止に向け
渡先については債権譲
て、各省庁、地方自治体が共通ルール
渡禁止条項適用の例外
の下で着実に取り組むことが求められ
とする等、企業における
る。
売掛債権を活用した資
金調達の支援・促進が
図られている。 しかし、
省庁による対応のバラ
ツキ、事前承認手続き
の煩雑さ、不透明さ等
の問題が残されてい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

「外国投資家」の定義のうち、「非居住
者である個人」または「外国法令に基づ
外国為替及び外国 いて設立された法人その他の団体又
貿易法第26条第1項 は、外国に主たる事務所を有する法人
その他の団体」により直接または間接
（外国投資家の定
c
義）、第27条（事前届 に保有される議決権の合計が50％以
出）、第55条の5（事 上を占める会社については「外国投資
家」と規定され、対内直接投資等の事
後報告）
前届出、又は事後報告が義務づけられ
ている。

道路法４７条、道路
法４７条の２第１項、
車両制限令第３条第
1項第２号ロ

軸重の一般的制限値は１０トン以下。フ
ル積載海上コンテナ用トレーラーを牽
引するトラクタのうち、エアサスペンショ
ｂ
ンを装着するものの駆動軸重は１１．５
トン以下まで特殊車両通行許可及び基
準緩和の対象。

-

Ⅳ

① d
道路法４７条、道路 特殊車両通行許可の期間は最長１年
法第４７条の２第１項 間。

−
② ｃ

措置の概要
（対応策）

ご指摘の点については、多数の外国機
関投資家が株式市場で株式を取得した
場合であっても、個々の投資家間の関
係がどのようなものであるかについて
外形では判断できないことから、適用除
外とすることは不適当である。また、仮
に、個別に審査することとした場合に
は、手続が煩雑となり、投資家等の負
担となる。
対内直接投資については、国の安全保
障等に支障をきたすことになるおそれ
がある業種等限られた業種について事
前届出制としているが、外国人による
企業支配を管理する観点から、非居住
者等の議決権比率の合計が50％以上
である場合を対象とすることが適当で
ある。同様に、事後報告についても、国
際収支統計や事業所管官庁において
取引の実態を把握する観点から外国資
本の流入の状況を把握する必要があ
り、非居住者等の議決権比率の合計が
50％以上である場合を対象とすること
が適当である。

エアサスペンションを装着するトラクタ
で、フル積載対応海上コンテナ用トレー
ラーを牽引するものについては、自動
車産業業界との協力の下、道路構造物
への影響について技術的検討を行った
結果、一定の緩和効果が認められたた
め、必要な条件を満たす車両について
通行を許可している。
なお、エアサス駆動軸重の緩和拡大に
ついては、床版の疲労への影響から長
期耐久性に与える影響が極めて大きい
ため、重量違反車両が無くなることが確
実に担保されることが必要。
海上コンテナの場合と同様にトレーラー
を牽引するエアサスペンションを装着す
るトラクタについて、車両の構造または
積載する貨物が特殊であることから軸
重１１．５ｔであることがやむを得ないと
認められ、技術的検討を行い、一定の
緩和効果が認められた場合には、対象
とすることは可能。技術検討は、個別の
車両について行う必要があり、対象とな
る車両の構造または積載する貨物が特
殊であってやむを得ないと認められる
かどうか等を含めて、平成１７年度まで
に緩和の可能性について検討を行う。

①コスト軽減については、平成１６年１２
月に車両制限令を改正し、約２／３とし
たところ。平成１６年３月からは電子申
請システムを導入し現在も利便性の向
上のため、システムの改良に努めてい
るところ。
②許可の期間については、工事の実施
等により道路の状況等が常に変化する
ことを考慮し、現在は１年を上限として
いるところであり、対応は困難。

その他

管理コード

ｚA160074

ｚA160075

ｚA160076

制度の
所管官庁等

項目

内閣府、総務
省、財務省、文
部科学省、厚生
外為法に基づく「外国投資家」規制
労働省、農林水
産省、経済産業 の適用除外【新規】
省、国土交通
省、環境省

国土交通省

国土交通省

駆動軸重の軸重規制緩和

特殊車両の通行許可期間の延長

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A148

5053A175

5053A176

30/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

148

175

176

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

外国資本が50％以上であっても、株
式公開企業であって、１株主あたりの
議決権が一定比率（例えば10％）以内
の企業であるなど、単独で支配権を持
外為法に基づく「外国投資家」規制
つに至らない状況であることが認めら
の適用除外【新規】
れれば、「外国投資家」とみなさず、対
内直接投資等に係る事前届出、事後
報告の義務付けを不要とすべきであ
る。

駆動軸重の軸重規制緩和

特殊車両の通行許可期間の延長

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

「外国投資家」が対内
直接投資等を行う場合
には、外為法に基づく事
前届出または事後報告
が義務付けられてい
外国資本が事実上支配権を持たな
る。
い企業に対して、安全保障上の観点か
「外国投資家」の要件
ら直接投資を規制する必要性は薄い。
は、外国資本が過半数
を占めるかどうかの形
式基準に拠っており、支
配の実質は勘案されな
い仕組みとなっている。

２軸トラクタ（エアサス）の軸重規制に
ついて、フル積載対応海上コンテナけ
ん引用か否かの別に関係なく、軸重制
限を11.5トンまでとすべきである。
「『全国規模の規制改革・民間開放要
望』に対する各省庁からの回答につい
て」（平成16年12月14日 内閣府 規制
改革・民間開放推進室）において国土
交通省は、「平成17年度までに緩和の
可能性について検討を行う」と回答し、
実証的な検討が進められているが、緩
和の方向で結論を得るべきである。

軸重の制限値は、フ
軸重制限の緩和により、物流効率化 ル積載対応海上コンテ
の促進及び物流コストの低減が期待で ナけん引の２軸トラクタ
きる。
(エアサス）を除き、10ト
ン以下とされている。

特殊車両の通行許可期間を延長す
べきである。

一般的制限値を超え
る車両が道路を通行す
る場合には、車両の構
造または車両に積載す
る貨物が特殊であるた
め道路管理者がやむを
得ないと認めるときに
は、当該車両を通行さ
せようとする者の申請に
基づいて、車両の通行
を許可することとなって
いる。 2004年３月から
申請事業者および行政事務に係る事
特殊車両通行許可の
務負担とコストを軽減できる。
「オンライン申請システ
ム」が導入されたことに
より、申請手続の簡素
化が図られたほか、申
請手数料についても、
同年６月の規制改革・
民間開放集中受付月間
の回答において示され
た方針に基づき見直し
が実現した。一旦許可
を得ても、許可期間
（６ヶ月〜１年）の更

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

申請の方法は、１台の車両で複数経路
道路法４７条、道路 を申請できる普通申請と車種、通行経
d
法第４７条の２第１項 路、積載貨物等が同一で２台以上の申
請ができる包括申請がある。

【道路法関係】
道路法第４７条の２
第１項、車両制限令
第３条第２項
車両の通行の制限
について（昭和５３年
１２月１日道路局長
通達）

道路運送車両
法第１２条
道路運送車両
法第１３条
道路運送車両
法第６７条
道路運送車両
法施行令第１０
条第１項第１号
道路運送車両
法施行令第１０
条第２項第３号
自動車登録令
第２１条第１号

・自動車の登録事項に変更
があった場合は、その事由が
あった日から１５日以内に変
更登録又は移転登録の申請
をしなければならず、またこ
れらの申請と自動車検査証
の記入申請は同時に行わな
ければならないこととなって
いる。

②
，
④
は
b

管理コード

ｚA160077

制度の
所管官庁等

−

−

ｚA160078

特殊車両通行許可におけるルート
別許可条件の明確化【新規】

国土交通省

車幅2.5m以上の幅緩和車両におけ
るバラ貨物積載の許可【新規】

【道路運送車両の保安基準関係】
分割可能な貨物を輸送する場合で
あっても、平成15年10月1日以降、車両
総重量３６トンまでの認定を受けること
ができるよう、セミトレーラ等の積載条
件の見直しを実施したところ。
一方、幅の基準緩和は、その車両の
通行の影響が大きいため、必要最小限
の場合に限り認めているものである。
従って慎重な対応が必要である。

②
，
④
は
Ⅲ

①、③、⑤リース会社等大量
の車両を保有する者が変更
登録、移転登録を行う際の手
続の負担軽減及び登録情報
の電子的提供については、
現在有識者等を集めて検討
会を開催し、検討を行ってい
るところであり、平成１７年度
中を目途に、結論を得る予
定。
②、④全国どこからでもオン ライン申請が可能なワンス
トップサービスを、平成１７年
１２月２６日から東京、神奈
川、愛知、大阪の４都府県に
おいて新車新規登録手続に
ついて導入することとしてお
り、平成２０年を目途に、全国
において変更登録、移転登
録を含む全手続に拡大する
こととしている。

ｚA160079

項目

国土交通省

【道路法関係】
平成１５年１０月の緩和により、特例８
車種については概ね４４トン以下を分割
可能な貨物でも必要な条件を附して運
搬可能としたところ。道路の幅員は車両
幅2.5mに対応するよう設計されており、
それ以上の車両幅は交通の安全に非
常に大きく影響を与える。
全国的にも違反車両による事故が多
発していることから対応は困難。

【道路法関係】
一般的制限値を超えて車両を通行させ
るためには、車両の構造が特殊か、ま
たは積載物が分割不可能な単体物で
あるなど特殊なものである必要がある。

①
，
③
，
⑤
は
ｃ

その他

複数経路の申請は申請手続きの簡便
化を図っているものであり、条件の異な
る経路は別々に申請することで対応可
能。

−

【道路運送車両の保安基準関係】
ｃ、ｄ
道路運送車両の保安基準に適合してな
ければ運行することができないが、その
【道路運送車両の保
構造により若しくはその使用の態様が
安基準関係】
特殊であることにより保安上及び公害
①保安基準第５５
防止上支障がないと認定された自動車
条、
について基準緩和が受けられることと
②自動車交通局長
なっている。
依命通達「基準緩和
自動車の認定要領」

措置の概要
（対応策）

国土交通省

大量車両登録変更のための特例
措置

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A179

5053A180

5053A181

31/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

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）

複数径路の特殊車両
通行許可申請を行う
際、B条件で通行可能な
径路とC条件で通行可
能な径路の２つのルー
トがあるケースでは、径
路ごとの許可条件が示
されることがなく、すべ
ての径路がC条件となっ
てしまう。

179

複数径路の許可申請をした場合、
特殊車両通行許可におけるルート
ルートごとの個別要件を明示すべきで
別許可条件の明確化【新規】
ある。

ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）物流など、
顧客のニーズに応じた配送が求めら
れる中、現行の運用ではルート選定の
効率化が進まない。また、径路によっ
ては、前後の誘導車が不要なケースも
あることから、物流コストとＣＯ２の削減
が期待できる。

180

車幅が2.5m以上の幅緩和車両に積
載する貨物が、例えば、一定の固縛基
車幅2.5m以上の幅緩和車両におけ
準を満たした幅広厚板（鉄鋼製品）で
るバラ貨物積載の許可【新規】
ある場合には、バラ貨物積載を可能と
すべきである。

現行の基準では、バラ積みが認めら
れておらず、一枚の厚板しか積載する 車幅が2.5m以上の幅
ことができない。厳格な固縛基準のも 緩和車両に積載できる
と、バラ貨物積載が可能となれば、積 貨物は単体物に限定さ
載効率が向上し、物流コストやＣＯ2の れている。
削減に繋がることが期待できる。

①リース会社等、使用者の異なる大量
の車両を所有する者が、その名称もし
くは住所を変更しまたは大量の車両の
所有権を譲受ける場合、使用者による
自動車検査証記載事項変更の申請と
は別に、従って自動車検査証の原本
提出なくして、車両変更登録または移
転登録の申請を行えるようにすべきで
ある。
②当該申請は、電子申請により行うこ
とを認めるべきである。

車両所有者が、社名
変更や住所変更をおこ
なったり、車両を他企業
に譲渡した場合、事由
発生から15日以内に、
①リース車の台数は、20年余りで約15 変更登録の申請（道路
倍の267万台（2003年）に増加し、会社 運送車両法第12条１
によっては10万台超のリース車両を所 項）、または移転登録の
有している。しかし、現行の自動車登 申請（道路運送車両法
録関係諸手続きは、自動車リース業界 第13条１項）を行わなけ
のこのような状況を想定していない。 ればならない。
②最近の経済情勢に伴う事業・業界再 所有者による上記申
編等の増加により、車両登録変更・移 請は、申請時に自動車
転登録申請に関わる困難を経験する 検査証の原本を提出し
リース会社が増加している。また、自動 て行われる車両の使用
車ディーラーの再編の場合など、自動 者による自動車検査証
車リース業界以外の業界も同様な困 記載事項変更の申請と
難を経験している。これら企業行動
同時に行うことが義務
は、生産性を向上させ、顧客により良 づけられている（道路運
いサービスを提供す
送車両法第12条.第２
項、第13条３項及び第
67条）。一方、車両を道
路上において運行する
場合は、常に車両内に
自動車検査証原

181

大量車両登録変更のための特例
措置

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

通達：「貨物自動車
運送事業に係る繁忙
期における営業所間
の車両移動の弾力
化について」（H５年１
１月１０日 自貨 第
９７号）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

繁忙期におけるトラック輸送対策とし
て、通達で指定された繁忙期のうち、一
定期間(30日以内）に限り、事業計画変
更の事前届出や、道路運送車両法に
基づく変更登録の申請を伴わずに、一
定の要件のもとで同一事業者の他の営
ｃ
業所に事業用自動車を配車することが
認められている。（引越しシーズン：３月
15日〜４月15日、夏季繁忙期：６月20
日〜８月20日、秋期繁忙期：９月１日〜
11月30日、年末年始繁忙期：11月10日
〜１月10日）

道路運送法第８０条
年度末及び年度当初において人事異
２、貨物自動車運送
動等に伴う引越輸送が極端に増大し、
事業法第４条３、貨
事業用自動車のみではその輸送力の
物自動車運送事業
確保が困難となっているため、引越に
法施行規則第２条
係る輸送力を確保し、利用者のニーズ
４、自動車局長通達
に的確に対応するために、貨物自動車 ｃ
（昭和44年10月6日
運送事業者が、３月15日から４月15日
付・自貨第231号・自
までの間に限り、15日未満の借受け期
通第143号）、自動車
間で、且つ延長しないことを条件に、引
交通局貨物課長通
越輸送にレンタカーを使用することが認
達（平成12年２月８日
められている。
付・自貨第17号）

各用途地域ごとに建築可能な建築物の
建築基準法第４８条 範囲又は建築してはならない建築物の d
範囲が定められている。

措置の概要
（対応策）

−

繁忙期における営業所間の車両移動
の弾力化とは、輸送需要が極端に増加
し、輸送力の確保が困難となっている
時期において、輸送サービスを確保し、
一定期間に限って業務の応援のため
同一事業者の他の営業所に事業用自
動車を配車する場合には、運行管理及
び車両管理を引き続き配車元の営業所
で行う場合に限り、増減車に係る事業
計画の変更の事前届出を不要とする運
−
用を行うものである。
当該運用は、利用者が必要とする輸送
サービスを確保する観点から、繁忙期
において限定的な運用を行うものであ
り、適用する時期を追加した場合、車両
移動の弾力化に見せかけて違法な車
両運用等が行われるおそれがあること
から、ご指摘のような車両の納期など
の事業者の事情を理由として運用を変
更することは困難である。

−

レンタカーは自家用自動車であるが、
自家用自動車を貨物自動車運送事業
の用に供することは、貨物自動車運送
事業を許可制としている趣旨を没却す
ることとなるため、基本的に認められる
ものではない。また、レンタカーをトラッ
ク事業の用に供する場合は、事業用自
動車として登録しなければならず、その
ためには自動車の使用権限を有するこ
とが必要であるが、レンタカーは使用者
がレンタカー会社であるため、事業用
自動車として登録することがそもそも不
可能である。
引越シーズンにおけるレンタカーの使
用とは、年度末及び年度当初において
は、人事異動等に伴う引越輸送が極端
に増大し、事業用自動車のみではその
輸送力の確保が困難となる現状にかん
がみ、特に引越輸送が集中すると考え −
られる三月十五日から四月十五日まで
の間に限り、一般貨物自動車運送事業
者が引越輸送にレンタカーを使用する
ことを例外的に認める運用を行うものに
すぎず、レンタカーによる事業行為を認
めた場合、運送会社が使用する車両に
営業用ナンバーを付けたものと自家用
ナンバーを付けたものが混在すること
等により、白トラック行為の増加等輸送
秩序が乱されるおそれがあることから、
要望に対応することは困難である。
また、「事故修理及び整備・点検の代車
におけるレンタカー利用を認めるべきで
ある」と挙げられているが、これは事故
修理及び整備・点検の代車に関し、レ
ンタカーの時期を限定しない使用を意
味すると解されるところ、これも上記と
同様の理由から 要望に対応すること

用途地域ごとに定められた用途規制に
適合しない自動車修理工場について
は、「自動車修理工場に係る建築基準
法第４８条第５項から第７項までの規定
に関する許可の運用について」（平成５
年６月２５日住街発第９５号住宅局市街
地建築課長通知）において、良好な居
住環境の確保に配慮しつつ、位置、規
模、構造等が一定の条件に該当する自
動車修理工場の建築を許可制度の活
用により認めることが適当である旨通
知しているところ。

その他

管理コード

ｚA160080

ｚA160081

ｚA160082

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

繁忙期における営業所間の車両移
動の更なる弾力化

繁忙期における貨物自動車運送事
業者によるレンタカー使用制限の
緩和

自動車整備工場の立地に関する規
制緩和

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A182

5053A183

5053A184

32/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

182

183

184

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）

各業界の実態に即し、通達の「繁忙
期」に、「年度末繁忙期」として、「２月５
繁忙期における営業所間の車両移 日〜４月５日」を追加すべきである。
動の更なる弾力化
また、「一定期間」に関しても、「30日
以内」から「60日以内」へ延長すべきで
ある。

以下に示すとおり、月別自動車登録
台数をみると２〜３月にかけての年度
末納期が最も多い。しかし、通達の範
囲外であるため、配車前と、配車後
に、事業計画変更の事前届出や、道
路運送車両法に基づく変更登録を行っ
ている。
（2004年国内市場実績で、１月404千
台、2月535千台、3月849千台、4月377
千台。同2005年実績で1月392千台、2
月529千台、3月834千台、4月405千
台）
そのため、2月5日〜4月5日が通達で
指定する繁忙期と認められれば、需要
に即した機敏な応受援が各所で可能と
なる。また、この

繁忙期におけるトラッ
ク輸送対策として、通達
で指定された繁忙期の
うち、一定期間(30日以
内）に限り、事業計画変
更の事前届出や、道路
運送車両法に基づく変
更登録の申請を伴わず
に、同一事業者の他の
営業所に事業用自動車
を配車することが認めら
れている。（引越しシー
ズン：３月15日〜４月15
日、夏季繁忙期：６月20
日〜８月20日、秋期繁
忙期：９月１日〜11月30
日、年末年始繁忙期：
11月10日〜１月10日）

貨物自動車運送事業者が、引越シー
ズンだけでなく、夏期及び年末年始の
繁忙期における貨物自動車運送事 贈答シーズン、秋の収穫シーズンを含
業者によるレンタカー使用制限の め、毎年の繁忙期にレンタカーを使用
緩和
できるよう認めるべきである。また、事
故修理及び整備・点検の代車における
レンタカー利用を認めるべきである。

年度末及び年度当初
物流の需要が極端に増大する時期 において人事異動等に
に対応するためには、事業用自動車 伴う引越輸送が極端に
の臨時増車などもあるが、短期的な需 増大し、事業用自動車
要に対応するためには、レンタカーを のみではその輸送力の
簡便な手続きにより調達し利用するほ 確保が困難となってい
うが容易である。
る。そこで、引越に係る
現在、短期的な需要や臨時の需要が 輸送力を確保し、利用
発生した場合に対応するために、貨物 者のニーズに的確に対
自動車運送事業者とレンタカー事業者 応するために、貨物自
は、多大な負担を強いられている。具 動車運送事業者が、３
体的には、レンタカーのナンバーを廃 月15日から４月15日ま
止（減車）し、その車を貨物自動車運送 での間に限り、15日未
事業者への短期リース車として青ナン 満の借受け期間で、且
バーを取得し、使用後にレンタカーの つ延長しないことを条件
ナンバーに戻す（増車）、ということが に、引越輸送にレンタ
各地で行われてお
カーを使用することが認
められている。

環境に配慮し、騒音対策を施した新
築の整備工場の場合には、通達レベ
ルの「例外許可」による緩和策ではな
自動車整備工場の立地に関する規 く、建築基準法における工場建築面積
制緩和
に関する規制を緩和すべきである。
特に、第１・２種住居地域、準住居地
域における現有面積での建替えを可
能にすべきである。

建築基準法における
建替えが困難な整備工場は、老朽化 土地の用途制限によ
が進み、環境に配慮した整備工場に建 り、住宅地における自動
替えようとしても対応できず、工場の環 車整備工場の建築は厳
境対策においても、結果的に遅れをと しく制限されており、
ることになる。（例：用途地域見直しに ユーザーにより近い位
より、準工業等地域が近隣商業・商業 置での工場の新設、既
地域や、近隣商業・商業地域が準住居 存の工場の建替えは事
地域などに変更があった場合）自動車 実上困難となっている。
整備工場は、顧客にできるだけ身近な 実際の運用に当たっ
場所での営業を目指し、環境対策にも ては、公聴会の開催（自
積極的に取組んでおり、ISO14001の自 治体によっては、周辺
主取得をする工場もある。また、人、環 住民の同意を要する）な
境にやさしい整備工場を目指し振動・ どの諸要件があり、事
騒音等の低減を図った設備・機器・工 業者からみると、なかな
具や建物構造・材質を
か工場の建替えが進ま
ない。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

ｂ．要望
内容に
ついて、
実施を
前提に
有料道路自動料金
既に検
収受システムを使用
ＥＴＣは省令上、特措法上の料金を徴
討に着
する料金徴収事務の
収するために道路関係四公団等の道
手してい Ⅲ
取扱いに関する省令
路管理者に限って利用できるものとして
るもの
（平成十一年八月二
いる。
の、実
日建設省令第三十
施時期
八号）第一条
が平成
１９年度
以降の
もの

貨物自動車運送事
業輸送安全規則第２
３条第１項 貨物事
業者運送事業輸送
安全規則の解釈及
び運用について（平
成１５年３月１０日
付、国自総第５１０
号、国自貨第１１８
号、国自整第２１１
号）

道路法第３８条

貨物事業者は支局長等から研修の通
知を受けたときは、運行管理者に研修
を受けさせなければならないこととなっ
ている。なお、運行管理者に選任されて
いる者は、最近の事故状況を踏まえ、
c
より実践的な運行管理を行う必要があ
ることから、運行管理者の質を維持す
るため少なくても２年に１回受講させる
よう事業者に通知を行っているところで
ある。

道路管理者は、道路法第３８条に基
づき、「道路の構造を保全するために必
要があると認める場合」等について、道
a
路の占用に関する工事で道路の構造
に関係のあるものを自ら行うことができ
ることになっている。

−

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

ＥＴＣの技術を応用した狭域通信（ＤＳＲ
Ｃ）システムを利用した駐車料金決済等
の多様なＩＴＳサービスの実施について
は、2007年のサービス開始を目指し、
官民による共同研究を行い、サービス
の規格・仕様等の検討を行っているとこ
ろ。

近年、事業用自動車の事故発生状況
は増加傾向にあり、このような中で運送
事業者として交通事故の発生を未然に
防ぐことは大きな責務である。このた
め、運送事業者に代わって輸送の安全
を確保する必要のある運行管理者は法
令情報等を講習等により入手し事故防
止に活用しなければならない。一般講
−
習は運行管理者（運送事業者）に対す
る法令改正等の周知及び事故防止対
策等の徹底を図る上で重要な機会と考
えている。よって、受講間隔の延長は困
難である。また、一般講習は２年に１回
の受講なので貨物自動車運送事業者
の過度の負担になっているとは考えら
れない。

貴要望のとおり｢道路の構造を保全す
るために必要があると認める場合｣と道
路管理者が判断する場合に限って、道
路管理者が自ら行うものであることを道
路管理者に今年度中に周知する。

その他

管理コード

ｚA160083

ｚA160084

ｚA160085

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

ＥＴＣの民間利用の促進【新規】

運行管理者制度に係る規制の緩和

道路占用の復旧方法に関する規制
緩和【新規】

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A185

5053A186

5053A187
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1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

185

要望事項
（事項名）

ＥＴＣの民間利用の促進【新規】

具体的
要望内容

既存のＥＴＣ車載器、ＥＴＣカードによ
る料金収受システムを駐車場での料
金精算など、有料道路通行料以外にも
活用できるよう既存システムの用途の
拡大や改善などを行うべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

ETCの仕組みを活用することにより、
駐車場料金精算、駐車場内の空きス
ペースの情報提供と誘導をはじめとし
て、自動車が出入りするあらゆる場所
での応用の可能性があり、低コストで
利用者の利便性を向上させることがで
きる。

車に搭載されたＥＴＣ
やＥＴＣカードの用途
は、有料道路における
料金収受のみにとど
まっている。

現在、運行車両が１台
であっても、当該車両が
稼動している限り、営業
所毎に所定数の運行管
理者を選任しなければ
ならない（貨物自動車運
送事業法第18条）。
運行管理者は、自動
車事故対策機構（旧、
自動車事故対策セン
ター）が開催する一般講
習を、２年間に１度受講
しなければならない（貨
物自動車運送事業輸送
安全規則第23条、独立
法人自動車事故対策機
構法第13条）。
＜一般講習の受講対象
者＞
既に運行管理者として
選任されている者又は
運行管理者の補助者と
して運行管理の業務に
従事している者が対
象。
①運行管理者（前年度
に実施

186

運行管理者の一般講習受講間隔の
運行管理者制度に係る規制の緩和 期間を２年に１度から４年に１度に延長
すべきである。

運行管理者の一般講習受講日には
業務代行者を充てる必要があることか
ら、受講頻度を減らすことにより業務代
行者の手配や業務への負荷軽減を図
ることができる。
※受講間隔の延長により以下の効果
が期待される。
①運行管理者の受講に係る拘束時
間の減少
（現状、平日昼間８時間／回／２年）
②運行管理者受講時における業務
代行者の手配軽減
③受講費用の軽減 （一般講習費用
3,000円／回／人）

187

道路法の「道路の構造を保全するた
めに必要があると認める場合」という
規定に対し、｢原則として道路管理者
が工事を行う｣という取り扱いがなされ
道路占用の復旧方法に関する規制 ている例もあることから、｢道路の構造
緩和【新規】
を保全するために必要があると認める
場合｣と道路管理者が判断する場合に
限って、道路管理者が自ら行うもので
あることを道路管理者に周知すべきで
ある。

「道路の構造を保全するために必要
道路法第38条では、｢
があると認める場合」においてのみ工
道路管理者は、道路の
事を「自ら行う」と明示されているのに
構造を保全するために
対し、「原則として道路管理者が工事を
必要があると認める場
行う」となっているケースがあり実質は
合又は道路占用者の委
全ての工事を「自ら行う」場合がある。
託があった場合におい
事業者の工事完了後に道路管理者
ては、道路の占用に関
が実施する道路復旧工事は、転圧期
する工事で道路の構造
間を過ぎても復旧工事を実施しない
に関係のあるものを自
ケースがあるが、事業者が復旧工事ま
ら行うことができる｣と
でを一連で実施した方が本復旧までの
なっている。
道路の維持管理、地

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

内航海運暫定措置事業は、スクラップ・
アンド・ビルド方式による船腹調整事業
の解消により、事実上の経済的価値を
有していた引当資格が無価値化する経
済的影響を考慮したソフトランディング
内航海運組合法第８
施策であるとともに、内航海運の構造
条、第１２条、第５７
改革を推進する観点から、船腹需給の c
条、内航海運暫定措
適正化と競争的市場環境の整備を図る
置事業規程
ための事業である。同事業は、平成１０
年５月に導入されているが、その際、船
舶の平均的使用期間を踏まえ、解撤等
交付金の交付を１５年間実施し収支相
償った時点で終了することとしている。

船舶は５年毎（一部６年毎）の定期検査
船舶安全法第５条第
とその間に簡易な中間検査を受けるこ C
１項、第１０条第１項
とが義務付けられている。

港湾法第３７条第１
項
港湾法施行令第１４
条 港則法第31条、
第37条の３
港則法施行規則第
16条

【港湾管理者への工事・作業許可申請】
港湾区域内又は港湾隣接地域内にお
いて、占用、土砂採取等をしようとする
者は、港湾管理者の許可を受けなけれ
ばならない。【港長への工事・作業許可
ｃ
申請】
ｄ
港内又は境界付近において工事又は
作業が行われる場合には、一定の水域
が占有され、船舶交通の安全及び港内
の整とんを阻害する可能性があるの
で、港長の許可を必要としている。

−

−

−

措置の概要
（対応策）

その他

そもそも本事業は、新規参入の障害と
なっていた船腹調整事業を解消し、要
望理由にあるような船舶建造の際に建
造費以外の費用が必要のない環境へ
移行するためのソフトランディング策で
ある。
本事業のスキームを抜本的に見直すこ
ととした場合、内航海運業者間の公平
性の確保の問題、残存債務の処理の
問題が生じることとなるため、見直しは
困難である。
−
また、交付金交付対象船舶は、平成１０
年に廃止された船腹調整事業下で建造
された船齢１５年以下の船舶であり、交
付金支出は限られる一方、納付金は納
付金総額が１５年間の交付金等総額に
達した時点で終了することとされてお
り、スキーム上本事業の先行きに問題
があるとは考えていない。
なお、事業の早期終了については、交
付金の額の逓減、政府保証による金利
負担の軽減を行っているところである。

海上人命安全(SOLAS)条約等におい
て、船舶検査の間隔は「主管庁の定め
る５年を超えない間隔」で実施すること
等が定められている。一方、我が国に
おいては、ロシアや韓国など近隣諸国
への国際航海における気象・海象条件
が、我が国周辺海域や南西諸島の内
航船の航行区域における気象・海象条
件と同等であることに鑑み、内航船で
あっても国際条約に準拠した検査を実
施することが適当である。よって、全て
の内航船についてご要望にお応えする
ことは困難である。なお、平穏な気象・ −
海象条件下にある平水区域を航行する
内航船については、定期検査の間隔が
６年毎とされている。
一方、検査内容の簡素化に関しては、
平成１７年３月に入渠検査の間隔を弾
力的に設定・延長できる「船体計画保
全検査制度」を内航旅客船について導
入し、また４月には入渠に代わる検査と
しての水中検査の貨物船等に対する適
用範囲を拡大する等、検査制度の合理
化・効率化に取り組んでいるところであ
る。

【港湾管理者への工事・作業許可申請】
①港湾法及び各港湾管理者の条例等の規定で、港長より
先に手続きを行わなければならないとはなっておらず、実態
上も、港長への申請の有無にかかわらず各港湾管理者に
おいて処理されている。
②当該事務は自治事務に該当し、港湾管理者が、港湾の
適正な管理運営を図る観点から行われているものであり、
許可に当たって必要な事項は、各港の実情を踏まえて各港
湾管理者が定める条例等で規定されているものである。
よって、各港湾管理者が各港の実情を踏まえて手続きの簡
素化等を図ることは問題ない。
③なお、手続きの統一化・電子化については、工事に伴う申
請が反復性・継続性に欠けること、電子化に要する費用等
を考慮すると、現時点において、導入することは妥当ではな
いと考える。
【港長への工事・作業許可申請】
①工事・作業許可申請は港湾管理者の許可を得ずとも可能
です。
②国土交通省オンラインシステムにおいて、工事作業許可
申請の電子申請の受付は可能です。
③当該工事が船舶交通及び港内の整頓を阻害するか否か
は、工事の形態や港の利用状況により異なるため、工事の
内容や期間等で一律にガイドライン等を作成することは困
難です。
なお、明らかに船舶交通に支障がない工事（岸壁上の工事
であって、資機材等の海上落下・流出の可能性がないもの
等）については許可が不要です。
当該作業等が許可の必要なものかどうか不明の場合は、あ
らかじめ当該作業等の概要を港長に問い合わせていただけ
れば、その都度許可の要否についてご説明いたします。

−

管理コード

ｚA160086

ｚA160087

ｚA160088

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

内航海運暫定措置事業の早期解
消

船舶の検査期間の延長及び検査
内容の簡素化

港湾関係工事手続の合理化

要望
管理番
号

5053

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A191

5053A192

5053A193
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1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番
号

191

192

193

要望事項
（事項名）

内航海運暫定措置事業の早期解
消

船舶の検査期間の延長及び検査
内容の簡素化

港湾関係工事手続の合理化

具体的
要望内容

暫定措置事業の現状に対応し早期
解消に向けた施策を構ずるべきであ
る。

造船技術の向上、船舶機器の改善
による船舶の耐久性向上に対応し、内
航船の検査期間を定期検査６年毎、中
間検査３年毎に延長すべきである。
また、検査内容の見直しを行い、簡
素化すべきである。

港湾関係工事の届出窓口を一本化
すべきである。
申請書類の締切日を１ヶ月前程度
（現行60日程度）に短縮させ、さらに電
子申請等の導入により届出業務を簡
素化すべきである。
届出対象工事を明確にし、例えば以
下のような軽微な海上作業の届出は
不要とする等の合理化も図るべきであ
る。具体的には、ガイドライン、通達等
の文書により明確化すべきである。
【軽微な海上作業(例)】
①既設設備上あるいは小型船舶によ
簡易作業(目視確認、測量)程度の工
事
②工事期間が7日以内の工事
③海上汚染、落下等の危険のない工
事

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

計算上は納交付金の収支の目処は
立つものの、建造状況の如何によって
は、同事業の解消ができないことも考
えられる。
新規参入時に多額の納付金が必要
なため、コストが高くなり参入の障害と
なっていること、また既存業者のリプ
レース時も納付金の差額納付が必要
とされリプレースの障害となっているこ
とから、コスト競争力のある事業者が
生まれにくくなっている。また、同事業
をこのまま実施すると全船リプレースし
た場合は余剰金発生が見込まれる
が、実際は、ﾘﾌﾟﾚｰｽ時に支払う納交付
金差額が2002年度以降漸増し、船主
の建造時の負担が

船腹調整事業の解消
に伴い、1998年５月か
ら、内航総連が船舶を
解撤する船主に解撤交
付金を支払うとともに、
新規に建造する船主か
らは建造納付金を徴収
することを柱とする「暫
定措置事業」が認可さ
れた。
同事業は納交付金の
収支が相償った時点で
解消することとなってい
るが、多数の解撤に対
して建造が少なく、事業
解消時期の目処がたっ
ていない。

船舶の定期検査証書の有効期間は
内航・外航及び航行区域の区別なく５
年毎に、また中間検査は定期検査と定
期検査の間に１回行うと定められてい
るため、定期検査及び中間検査に多く
の費用と日数を要することから、物流
コスト削減の妨げとなっている。
船舶機器の改善等により、船舶の耐
久性は飛躍的に向上しており、検査期
間を５年に１回から６年に１回としても
安全確保は十分に可能である。
検査項目についても現状にそぐわな
いものがあることから、簡素化に向け
て検査項目の見直しをはかるべきであ
る。
規制緩和により、以下の効果が期待で

船舶は５年に１回定期
検査を、また定期検査と
定期検査の間に中間検
査を受けなければなら
ない。
外航船には、船舶の
定期検査等の検査間隔
は「主官庁の定める５年
を超えない間隔」にて実
施することとするＳＯＬＡ
Ｓ条約の適用がある
が、内航船に同条約の
適用は無い。
〈参考〉
ア．船舶の定期検査に
ついて
1997年７月より、船舶
検査証書の有効期間は
４年から５年に延長され
た。また中間検査につ
いても中間検査の時期
に一定期間を設け、そ
の受検の時期の弾力化
が図られた。
イ．検査内容の見直し、
簡素化について
推進用機関及び発電

桟橋、バース、護岸等工事の届出回
数は、１社の例をあげると年40〜50回
程度に及んでいるおり、往復の移動時
間も含め３〜４時間／回を要している。
届出窓口が一本化され、さらに電子申
請等が導入されれば、届出に要する人
件費あるいは業務委託費を削減でき
る。

港湾区域内で工事を
行う際、工事発注者と
受注者は、同内容の工
事許可申請を異なる様
式で作成し、港湾管理
者(港湾事務所)と海上
保安庁(海上保安部)へ
それぞれ届け出なけれ
ばならない。
また、先に港湾管理者
の許可を得てから、海
上保安部の許可を受け
なければならないため、
両者の許可を得るまで
に60日程度のリードタイ
ムを余儀なくされてい
る。工事内容によって
は、届出先が追加され、
異なる申請書類を作成
することが必要となる場
合がある。（例えば、浚
渫作業では埠頭公社建
設発生土受入事務所、
埠頭事務所、航行安全
管理事務所が追加さ

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

航空法第104条
航空法施行規則第
213条、第214条
運航規程審査要領

航空法令等において、航空運送事業
者に対して課せられている運航上の安
全基準は、原則として当該航空機の最
ｃ
大離陸重量が5.7t（回転翼機にあって
は9.08t）を境に異なるものとなってい
る。

航行援助施設利用
料に関する告示

我が国の航行援助施設利用料（以下
「航援料」という。）は、我が国が担当す
る北西太平洋上空を含む飛行情報区
（ＦＩＲ）を航空機が安全かつ効率的に航
行するために必要な航行援助サービス
の対価として利用者から徴収しているも
e
のであり、国際民間航空条約（シカゴ条
約）及び国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の
理事会声明等、国際的に認められた徴
収原則に準拠し、かつ国際的な利用者
との協議を経た上で創設されたもので
ある。

航空法（昭和二十七
年法律第二百三十
一号）第五十八条
航空法施行規則（昭
和二十七年運輸省
令第五十六号）第百
四十二条
法定検査等を行った
場合の航空日誌の
記入要領（平成十三
年国空機第四百六
十二号）

航空機及び発動機については、航空日
誌に、航空法施行規則第１４２条に従っ
b
て、整備等を行った記録を記載する必
要がある。

-

―

措置の概要
（対応策）

その他

航空法令等で定める技術上の基準
は、国際民間航空条約附属書に定める
国際標準に準拠したものであるが、当
該国際標準では航空運送事業の航空
機の最大離陸重量5.7ｔ（回転翼機に
あっては9.08t）で安全基準の区分けが
なされている。したがって、国際標準と
の整合性を維持する観点から、運航基
準の区分を含めた安全規制の見直しを
行うことは困難。

・航行援助施設利用料は、航行援助
サービスの対価として徴収しているもの
であること、国が一方的に決めているも
のでなく、国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）と
協議をして決定されたものであることか
ら、規制改革の問題として論じるべきも
のではない。
なお、当該航援料は、航空機の重量に
関係なく同じ内容の航行援助サービス が提供されていることから一律としてい
るものであり、航行援助サービスに見
合った適切なものと考えている。

管理コード

ｚA160089

ｚA160090

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

項目

中型航空機の事業運航基準の見
直し

航空機の航行援助施設利用料の
見直し

要望
管理番
号

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A194

5053A195

1

1

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

要望理由

その他
（特記事項）

事業運航基準を飛行機の重量・座席
数・運航目的等によって細分化し、より
運航実態に則したものとすべきであ
る。

中型機には、あまりにも過大な事業
運航基準を要求され、実態にそぐわな
い。
わが国航空法令は、必ずしも国際標
準に完全準拠しているというものでは
なく、国際標準を踏まえつつも、実情に
応じた取扱をしているものと考えられ
る。本件に関しても、シカゴ条約附属書
に定める国際標準を踏まえつつも、実
態に即した基準の細分化を図ることは
国際標準の趣旨に抵触するものでは
ない。平成15年５月の内閣府「各府省
等における規制改革に関する内外か
らの意見・要望等に係る対応状況」で
は、当要望に関して検討の必要が回
答されており、民間サイドから

2000年の法改正によ
り、不定期航空運送事
業が無くなり、航空運送
事業に統一されたた
め、5.7ｔ以上の旅客機
については、大型旅客
機か中型ビジネスジェッ
ト機かを問わず、同一
の基準が一律に適用さ
れている。
シカゴ条約附属書に
定める国際標準に航空
機の最大離陸重量5.7ｔ
で安全基準の区分けが
なされている。

195

航空機の航行援助施設利用料の
見直し

15ｔ以上100t未満の重量カテゴリーを
細分化し、きめ細かい料金設定をすべ
きである。

①30ｔクラスの中型航空機への負担が
大き過ぎる。
②座席数の少ないビジネスジェット機
の航行援助施設利用料の利用者負担
を軽減し、需要の拡大を図る必要があ
る。
③シカゴ条約やＩＣＡＯの理事会声明な
どの徴収原則には、重量カテゴリーま
での取り決めはなく、各国できめ細か
な料金設定は可能である。
④米国等に於いては、航行援助施設
利用料は一切徴収していない。

国際運航の航行援助
施設利用料は、15ｔ未満
120円／回、15〜100ｔ未
満180,000円／回となっ
ており、最大離陸重量
15ｔ以上〜100ｔ未満が
一律基準となっている。

196

オーバーホール終了後に返却するエ
ンジンの場合、ログブックは英文ログを
リースエンジンのエンジンログ記載
継続使用し、英文で記載しながら、エン
方法の簡素化【新規】
ジン返却まで使用できるようにすべき
である。

リースエンジン入手時に英文ログか
ら日本文ログに翻訳転記する必要が
あり、また、リースエンジンを返却する
場合には、その逆を行わなければなら
ず、転記する時間と労力が負担となっ
ている。

オーバーホール中の
リースエンジンでも、日
本文ログブックを作成
し、英文ログの内容を転
記しなければならない。
リースエンジンを返却す
るときも、英文ログに、
日本文ログの内容を転
記しなければならない。

194

要望事項
（事項名）

中型航空機の事業運航基準の見
直し

具体的
要望内容

・米国は、米国内に着陸する場合には
航空機から航援料を徴収していない
が、上空通過機については、航援料を
徴収している。

Ⅳ

過去の記録の転載及びリース中の記
録の英文ログブックへの転載を求めて
いる事実はない。ただし、趣旨を踏ま
え、必要な要件（使用者の英語能力等）
が満たされた場合にあっては英文ログ
ブックのみの記載を認める、といった対
応が可能かどうか検討して参りたい。

英語での整備記録の記載については、
リースが長期にわたる場合には、整備
士が正確に状況を把握し作業を実施す ｚA160091
る場合に、不都合を生じる場合もあるた
め、慎重に対応する必要がある。

国土交通省

リースエンジンのエンジンログ記載
方法の簡素化【新規】

5053

5053A196
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1

(社）日本経済団体連合会

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

航空法（昭和二十七
年法律第二百三十
一号）第十条、第百
三十七条
航空法施行規則（昭
和二十七年運輸省
令第五十六号）第二
百四十条、第二百四
十一条、第二百四十
二条

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

耐空証明書については、申請及び発行
について、地方局管轄分においては、
b
東京航空局及び大阪航空局において
発行している。

建築基準法第４２条
建築物は、道路内に、又は道路に突き
d
第２項、建築基準法
出して建築してはならない。
第４４条

都市公園法第29条
同法施行令第31条
都市公園事業採択
基準

① 都市公園事業においては、国と地方
との役割分担の明確化の観点から、市
町村事業においては平成８年度より単
年度の配分国費が一箇所当たり１千万
円以上の事業について国庫補助を行う
①f
措置を講じているところ。
② 地方公共団体における公園施設の ② f
維持管理等については、国庫補助の対
象となっておらず、通常の公園の維持
管理にかかる経費については地方交
付税の基準財政需要額に算入されて
いるところ。

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

実施体制等検討すべき課題が多いこと
から、検査官が駐在する空港において
現地発行が可能かどうか今後検討して
参りたい。

建築基準法第４５条において、私道の
変更又は廃止によってその道路に接す
る敷地が法第４３条の接道義務に抵触
することとなる場合は、特定行政庁が、
私道の変更又は廃止を禁止し、又は制
限することができるとしている。
お問い合わせの事例については、後退
部分が道路の機能を有している場合
で、植栽等の障害物によって、通行を
遮断し、あるいは制限している場合に
は、私道の変更又は廃止とみなして、
その私道部分の変更又は廃止を禁止
し、又は制限することが可能である。

① 都市公園事業においては、国と地方
の役割分担の明確化、補助事業の重
点化の観点から、公園の整備水準の向
上等を踏まえ、平成５年に街区公園の
一般財源化、平成８年度に市町村事業
の単年度配分国費の下限設定（一箇所
当たり１千万円以上）等の措置を講じて
きているところであり、補助採択事業の
国費の下限を引き下げることは困難で
あることをご理解頂きたい。
② 公園維持管理費、植栽・施設等維持
管理委託料等の通常の維持管理にか
かる経費については既に地方交付税に
より措置されており、維持管理経費を国
庫補助の対象とすることは困難である
ことをご理解頂きたい。

その他

現地発行が可能となった場合であって
も、地方航空局長印の押印行為は、局
長印の管理の観点から本局のみでの
対応となるため、申請、証明書への押
印、郵送、発行等に関係した所要の期
間が必要。

管理コード

ｚA160092

ｚA160093

ｚA160094

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

耐空証明の検査認定機への耐空
証明書の発行場所の拡充【新規】

2項道路（建築基準法第42条第2
項）後退部分の確保

国庫補助金採択基準の是正 （都
市公園）

要望
管理番
号

5053

5082

5083

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A197

5082A001

5083A001

36/41

1

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

埼玉県新座市

福島市長 瀬戸孝則

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

耐空証明の検査認定機への耐空
証明書の発行場所の拡充【新規】

耐空証明書を地方の航空機検査官
室でも発行できるようにすべきである。

1

2項道路（建築基準法第42条第2
項）後退部分の確保

建築基準法第42条第2項の規定によ
り指定された道路（市道）に接する敷地
において建築行為をする場合、その道
路の中心から2m後退した位置が道路
境界線とみなされるが、その後退部分
について市に寄附採納されない場合、
所有はそのままである。
この状況下で現在、当該道路を整備
する場合、所有者の承諾を要すること
となり、中には承諾が得られず再び自
己敷地として占用してしまうこともあ
る。
安全で良好な住環境を維持していく
ためには、この後退部分の空間を道路
の通行に支障がないように確保してい
く必要がある。
建築基準法第44

1

①(施設整備部門)補助事業採択事業
規模要綱として、単年度配分の国費が
1個所当たり10,000千円以上となってい 21世紀初頭まで公園、道路等の公的
るが、全ての市街地において歩いてい 空間において樹木を始めとする緑のス
ける範囲に公園の整備を推進するに トックを３倍に増やすことを基本目標と
国庫補助金採択基準の是正 （都 は、緑化重点地区総合整備事業の外 し、具体的に都市公園等は、概ね全て
市公園）
に、1個所当たり3,000千円以上で百万 の市街地において歩いていける範囲
単位での採択をすべきである。②(維持 に公園の整備を推進するとともに、公
管理部門)現在ある公園施設の延命措 園内の樹木面積の積極的増加に努め
置を図るため、遊具のさびを塗装する る必要がある。
など遊具関係のリニューアルを補助の
対象とすべきである。

197

2項道路の後退部分について、建築
行為に該当しない植栽等によって通行
の障害となる等、道路通行の自由権を
阻害されないために、その障害を排
除・予防することができ、なおかつその
道路となる部分の使用権を認めるよう
法改正をお願いしたい。
このことにより、2項道路の後退部分
の空間確保、迅速な面的整備を行うこ
とができ、安全で良好な住環境を確保
しゆとりと潤いのある住宅地の創出が
図られる。

要望理由

その他
（特記事項）

耐空証明書発行の手続きは、現在、
郵送か担当者による持込みで行う。郵
送の場合、１ヵ月前からの受付が可能
であるが、申請後、耐空証明が届くま
で数日を要するほか、持込みの場合で
も担当者による１日仕事となり効率が
悪い。たとえば、名古屋圏は、大阪航
空局管轄であることから大阪にまで出
向くこととなる。検査後、出来るだけ早
く当該機を運航に復帰させる必要があ
り、現行の方式では、ビジネスのニー
ズに対応できない。

認定事業場が検査を
行った航空機に対する
耐空証明書は、東京と
大阪の航空局本局での
み発行される。

地方自治体は危機的財政状況の
中、2項道路（市道）の後退部分につい
て、買収もままならない状況にある。
したがって、後退部分が市に寄附採
納されない場合、所有はそのままであ
る。
この状況下で現在、当該道路を整備
する場合、所有者の承諾を要してお
り、中には承諾が得られず再び自己敷
地として占用してしまうこともある。
安全で良好な道路環境を維持してい
くためには、この後退部分の空間を道
路の通行に支障がないように確保して
いく必要がある。

建築基準法第42条2
項に基づき後退したに
も関わらず、後退部分
の通行が実質的に妨げ
られていては、災害時
の避難路、消防活動の
場など安全で良好な市
街地を形成する上で道
路が持つ機能を十分に
果たせない状況にあ
る。幅員4mを確保する
ためには、本来であれ
ば寄附採納などによる
後退部分の市への権利
移転を可能とする法改
正等を求めたいところだ
が、本制度の趣旨に鑑
み、後退部分の占用を
制限できるような法改正
をお願いするものであ
る。

福島市緑の基本計画では、都市公園
等の施設として整備すべき緑地の目
標量を平成6年7月建設省決定の緑の
政策大綱が示す「住民1人当たり20㎡
の都市公園等を確保」を早期に達成す
ることを念頭におき、計画目標平成27 ○添付資料：
年で市民1人当たり26㎡と設定してい 平成16年4月30日産経
る。地方では、個性あふれる活力ある 新聞
まちづくりを推進するため、住民と協働
による身近な公園整備が不可欠であ
り、それぞれの自治体の財政状況や
住民の要望に対応できる支援策が必
要である。

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

高速道路料金の車種区分については、
より負担の公平を図る観点から、昭和６
３年の道路審議会答申を受けて、平成
道路整備特別措置
元年の料金改定において、それまで二
法第２条の４、１１条
輪車からマイクロバスや８トン未満の貨
ｃ
道路整備特別措置
物自動車までが含まれていた普通車の
法施行令第１の５、
区分を「中型車」、「普通車」、「軽自動
第１の６
車等」の３車種に分け、自動二輪車に
ついては、「軽自動車等」に区分してい
る。

駐車場法２条４号

予算の効率的な執行等の観点から、複
財政法第１５条及び 数年度にわたって賃貸借契約を締結す
ることに合理性があると判断した場合、
第２６条
予算要求することとしている。

自動二輪車については、走行時に他の
車両と同様に１車線を占有し、交通安
全上必要な車間距離を確保する必要
があること（占有者負担）、また法定の
最高速度は他の車種と同様に１００㎞
であること（受益者負担）、さらに照明、
標識等に要する費用や道路巡回費用
等に関して、他の車種と同様の負担を
行うべきものと考えられること（原因者
負担）から総合的に勘案すると軽自動
車との差異はほとんどなく、同一の車種
区分とすることは適正であると認識して
いる。

−

駐車場法における「自動車」を定義する
ｄ
規定

駐車場法２条は用語の定義をしたもの
に過ぎず、自動二輪の受け入れを妨げ
るものではないことから、駐車場への自
動二輪の受け入れは現行法で十分対
応可能である。
また、駐車場法では、駐車場への受け
入れ車種を限定していない旨、全国駐
車場政策担当者会議（１６年１０月２７
日開催）にて周知している。

−

ｄ

措置の概要
（対応策）

−

予算の効率的な執行等の観点から、複
数年度にわたって賃貸借契約を締結す
ることに合理性があると判断した場合、
予算要求することとしている。

その他

管理コード

ｚA160095

ｚA160096

ｚA160097

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

全省庁

項目

二輪独自の高速道路料金設定

自動二輪車の駐車場整備

国及び地方自治体のリース契約の
取扱いについて

要望
管理番
号

5085

5085

5088

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5085A010

5085A011

5088A001

37/41

1

1

1

要望主体名

（社）日本自動車工業会

（社）日本自動車工業会

社団法人リース事業協会

要望
事項番
号

10

11

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

二輪独自の高速道路料金設定

四輪車と比較して、占有面積・道路損
傷度の小さい二輪車が、高速道路通
二輪車と四輪車とを車両占有面積や
行料金の根拠である「車種区分」なら
・重点要望項目
道路損傷度の面から比較し、その結果 二輪車の高速道路通行料金は軽自動 びに「車種間料金比較」に二輪車区分
・平成16年11月度の再
を反映した二輪独自の通行料金を設 車と同額になっている。
がないため、二輪車専用料金の設定
要望
定されることを要望。
がない。
これは二輪車ユーザーに必要以上の
経済的負担を強いている。

自動二輪車の駐車場整備

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成
５年の自転車法の改正で自転車に原
付自転車が含まれることになったた
め、自転車駐輪場への受け入れが可
能になり、駐車スペースは徐々に増え
つつある。しかし、自動二輪車（５０ｃｃ
駐車場法の対象に大型自動二輪車、
・重点要望項目
自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）を受 を超えるもの）は、「自転車法」の対象
普通自動二輪車を含ませていただきた
・平成16年11月度の再
け入れる駐車場が僅少である。
外であるだけではなく、「駐車場法」か
い。
要望
らも除外されているため、自動二輪車
の駐車可能な駐車場の設置及び改善
が進まず、自動二輪車のユーザーの
多くは、心ならずも路上駐車を余儀なく
されるなど、その行動を阻害する要因
となっている。

①国とのリース契約を地方自治体と同
様に長期継続契約の対象とすること。
国及び地方自治体のリース契約の ②地方自治体とのリース契約（長期継
取扱いについて
続契約）に際して、地方自治体から付
される契約解除条項を削除等するこ
と。

①現在、各省庁がOA機器や車両を導
入するに際しては、複数年度の使用が
明白であっても、手続上の煩雑さゆえ
に国庫債務負担行為として扱わずに、
単年度リース契約を更新している。こ
の単年度リース契約は、ほとんどの場
合にリース会社が投資元本の未回収
リスクを負っている。投資元本の未回
収リスクを負うか否かはリース会社の
判断であるが、現行制度が実質的に
リース会社のリスク負担を強いてい
る。
②地方自治法改正により、
リース契約は長期継続契約の対象と
なっているが、一部の自治体ではリー
ス契約書に「翌年度以降において歳

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

不動産特定共同事
業法第２４条

道路運送車両法第7
条、第12条、第13
条、第15条、第15条
の2、第16条、第59
条、第62条、第97条
の2第1項
自動車損害賠償保
障法第9条

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード

制度の
所管官庁等

不動産特定共同事業者は、不動産特
定共同事業が成立するまでの間に、不
動産特定共同事業契約の内容及びそ
c
の履行に関する事項であって主務省令
で定めるものについて、書面を交付して
説明しなければならない。

不動産特定共同事業商品の契約の申
込者が、契約の内容等について十分知
らないままに契約締結を行うと、後々の
トラブルの原因となる可能性があること
から、適切に情報が開示されていること
が不可欠であり、契約成立前にその内
容等について書面を交付して説明する
ことが、消費者保護やトラブル未然防
止の観点から必要と考えられる。

ｚA160098

国土交通省
融庁

平１４年５月１日以降、物品・役務の調
達契約については、一定の金額以下等
ｄ
について債権譲渡禁止特約の解除を
行っている。

債権譲渡禁止特約については、平成
１４年５月１日以降、物品・役務の調達
契約について、「売掛債権担保融資保
証制度」に係る物品・役務の調達契約
の一定の金額以下等の契約について、
債権譲渡禁止特約の解除を行い、事務
取扱についても定めているところであ
る。手続きの簡素化等各省庁共通ルー
ルの策定、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
等についての各省庁の統一的な対応）
については、本件を主管している省庁
の検討にあわせて対応していくこととし
たい。

ｚA160099

全省庁

自動車保有関係手続は、自動車の検
査登録を受けるために、運輸支局等の
他、市役所等、警察署、都道府県税事 ａ及びｂ Ⅲ
務所等、それぞれの行政機関に出向い
て手続を行う必要がある。

自動車保有関係手続（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26日から、すべての関係機
関にまたがるワンストップサービスの基
本的な手続であり、ワンストップ化によ
る申請者の利便性向上の効果が大き
い新車の新規登録（型式指定車）を対
象として、自動車保有関係手続のワン
ストップサービスを稼動させることとして
おり、これにより、各種税の納付手続の
電子化や保管場所証明手続の電子化
−
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、システムの安定稼動や関係機関の
対応状況等を勘案して、平成20年を目
途に段階的にワンストップサービス化を
進めることとしている。

項目

金 不動産特定共同事業契約締結に

係る説明義務の撤廃

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

国土交通省、財
自動車の生産・販売・流通に伴って
務省、総務省、
ｚA160100
必要となる諸行政手続の電子化の
警察庁 地方自治
早期実現等
体

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 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

「説明」の概念の定義が法律上存在し
ないが、現在の運用は宅地建物取引
業法第３５条の重要事項説明と同等と
解釈されているのが一般的となってお
り、実務上のコストは多大なものであ
る。同要望に対して国土交通省及び金
｢金融商品の販売等に関する法律｣に
融庁から「不動産特定共同事業商品
列挙される金融商品においては、読ん
不動産特定共同事業商品の販売の効 の契約の申込者が、契約の内容等に
で聞かせる説明義務を課しておらず、
率化とマーケットの拡大に寄与する。 ついて十分知らないままに契約締結を
不動産特定共同事業法の説明義務の
行うと、後々のトラブルの原因となる可
過度な規制を緩和すべきである。
能性があることから、適切に情報が開
示されていることが不可欠であり、契
約成立前にその内容等について書面
を交付して説明することが、消費者保
護やトラブル未然防止の観点から必要
と考え

5088

5088A017

1

社団法人リース事業協会

17

不動産特定共同事業契約締結に
係る説明義務の撤廃

5088

5088A034

1

社団法人リース事業協会

34

各省庁及び地方自治体において、統
国・地方自治体向け金銭債権の証 一的かつ早急に債権譲渡禁止特約の
券化に関する債権譲渡禁止特約の 解除の対象となる契約（リース契約等）
解除
及び譲渡対象者の拡大（特定目的会
社等）を望む。

各省庁の対応が異なり、統一的かつ
早急な対応を求める。

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
自動車の生産・販売・流通に伴って
録については平成17年12月から稼動
必要となる諸行政手続の電子化の
とされ、その他の手続きは平成20年を
早期実現等
目途に段階的に進めるとされている
が、大量に自動車を所有する者の諸
手続等を充分に考慮し、早急に検討・
具体化すること。

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。 電子化に際して
は、大量に自動車を所有する者の諸
手続等を充分に考慮し、反映させるこ
と。

5088

5088A035
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1

社団法人リース事業協会

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。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

道路運送車両法第１
２条
道路運送車両法第１
３条
道路運送車両法第６
７条
道路運送車両法施
行令第１０条第１項
第１号
道路運送車両法施
行令第１０条第２項
第３号
自動車登録令第２１
条第１号

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

・自動車検査証の登録事項や所有者に
変更があった場合は、その事由があっ
た日から１５日以内に変更登録又は移
転登録の申請をしなければならず、ま
たこれらの申請と自動車検査証の記入
申請は同時に行わなければならないこ
ととなっている。

登録事項等証明書は、何人も、国土交
道路運送車両法第２
通大臣に対し、その書面での交付を請 ｂ
２条
求できることとされている。

軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小
道路運送車両法第２
型自動車を除いた自動車については、
ｄ
２条道路運送車両法
国土交通大臣に対し、登録事項等証明
第７２条の３
書の交付を請求することができる。

-

C

Ⅰ

−

措置の概要
（対応策）

リース会社等大量の車両を保有する者
が変更登録、移転登録を行う際の手続
の負担軽減については、現在有識者等
を集めて検討会を開催し、検討を行っ
ているところであり、平成１７年度中を
目途に、結論を得る予定。

登録検査情報の電子的提供による利
活用については、現在有識者等を集め
て検討会を開催し、検討をおこなってい
−
るところ。
平成１７年度中を目途に、利便性や個
人情報の保護等の観点から結論を得る
予定。

検査対象軽自動車並びに二輪の小型
自動車の所有者は、道路運送車両法
第７２条の３の規定に従って、当該自動
車の検査記録事項等証明書の請求が −
できるように平成１７年１月から措置さ
れており、現行制度化において対応可
能と考える。

その他

-

管理コード

ｚA160101

ｚA160102

ｚA160103

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

項目

変更登録及び移転登録に係る特例
措置の創設について

自動車登録情報の電子的開示に
ついて

総務省 国土交 軽自動車届出事項の閲覧若しく
通省
は、証明書交付

要望
管理番
号

5088

5088

5088

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5088A036

5088A037

5088A053
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1

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

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

36

・リース車両数は急速に拡大※１して
いるが、道路運送車両法における登録
関係諸手続き等はリース会社のような
大量の車両を所有する者※２を想定し
・大量の車両を所有する者が変更登
た手続きが講じられていない。・厳しい
録・移転登録を行うことを前提として、
経済環境の中、リース会社においても
「所有者に係る自動車検査証の記載 厳しい経済環境に対応等するための
企業の組織再編等が増加※３、また、
事項に変更事由（所有者の合併、名 企業の組織再編等が容易となる。リー
変更登録及び移転登録に係る特例
経費削減等の観点から本社移転が行
称・住所変更等）が生じた場合、特段 ス会社の申請及び自動車検査証を収
措置の創設について
われている。・これら経済環境の変化
の理由がある限りにおいては、特例と 集するための過重な事務負担と経済
が著しいなか、大量の車両を所有する
して大量一括処理を効率的に行えるた 的負担等が緩和される。
リース会社に合併、名称・住所変更等
めの申請手続きを認める。」等の措置
の変更登録・移転登録の事由及び自
を講じること。
動車検査証の記載事項の変更事由が
生じた場合、変更登録・移転登録の申
請及び自動車検査証を収集するため
過重な

37

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」
（平成16年3月19日閣議決定）におい
て、利便性の向上、個人情報の保護の
観点からその方法、範囲について検討
し、結論を得る（平成17年度中）とされ
ている。個人情報の保護の観点につい
ては、所有者自身が電子的な情報開
示を望んでいること、使用者について
は、例えば、リース契約と同時にユー
ザー＝使用者本人の同意を得ること
ができるなど懸念は極めて少ないと考
えられる。また、本件が「自動車ワンス
トップサービスシステム」の機能の一つ
として盛り込まれることにより、「自動車
ワンストップサービス

53

リース会社が自動車登録情報を活用
することにより、自動車に係る環境対
策・安全対策等の公益の増進に資す
る。

自動車登録情報の電子的開示に
ついて

自動車登録情報について、所有者に
限定して、電子的に開示すること。

軽自動車届出事項の閲覧若しく
は、証明書交付

『登録車両』については、道路運送車
両法 第２２条（登録事項等証明書）に
より現在登録証明書の取得が可能（所
有権移転・現使用者の確認等が可
軽自動車について、現行制度では『届
能）。軽自動車の場合は不可能であ
出事項』の閲覧若しくは証明書交付が
業務の効率化、放置車両の完全撲滅 る。リース会社では、『リース車両』と
できない。リース会社が『自動車税の
（環境対策）、スムーズな納税行為の 『所有権留保車両』が存在し、その中
納税義務者』の確認が必要な場合、例
実現
で自動車税の『使用者課税』と『所有者
えば、納税確認の事由部分に限り、閲
課税』の区分が混在するとともに、リー
覧・証明書の交付等を行うこと。
ス会社負担以外の納付書が送付され
るケースが散見される。※事務効率向
上と、納税スピード向上の為には、上
記要望への対応が望ましい。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

ガス事業法におけるガス導管事業等
道路法第３２、３６条 は、道路法第３６条の特例措置の対象 ｄ
外となっている。

船員法第１条第１項及び同法施行規則
第１条第４号により、国内各港間のみを
船員法第１条第１項
航海する日本船舶以外の船舶の乗組
ｅ
船員法施行規則第１
員については、船員法を適用することと
条第４号
しており、船員手帳の受有等の義務を
課している。

①について
保険契約期間中に異動事由が生じた
場合には、保険の証明内容と当該自動
車に関する実態を符合させ、保険証明
書の記載の真正を確保する趣旨から、
保険契約者は当該異動事由について
の記入を受けなければならず（自賠法
第７条第２項）、かつ、保険会社は、証
自賠法第７条第２
明書の変更の申出があったときは、遅
c
項、第２０条の２第１
滞なく記入しなければならない（自賠法
項第３号
第７条第３項）。そして、その記入を受け
た証明書を備え付けなければ、運行の
用に供してはならないこととしている（自
賠法第８条）。
②について
責任保険の契約の解除は自賠法第２０
条の２第１項各号に規定する場合に限
り当該契約を解除することができる。

ー

−

−

措置の概要
（対応策）

道路法第３６条による占用の特例の
対象とするか否か判断に当たっては、
一般公衆の生活と密接な関係を有し、
公益性が高いという観点から、個別の
事業法において一般利用者に対する役
務提供義務を設けていること等を重視
しているところであり、ご提案の事業に
係る導管については、道路法第３６条
に規定することはできないが、道路法
第３２条に基づき占用許可を得ることは
可能であるので、敷設場所となる道路
の道路管理者と相談されたい。

船員法の適用船舶を規定する船員法
施行規則第１条第４号の「国内各港間
のみを航海する」とは国際航海の一部
としてある一定期間のみ国内各港間に
従事する場合は含まないことから、本
件の外国籍船の乗組員については、船
−
員法の規定は適用されない。
また、本件の外国籍船については、
日本人船員を配乗しなければならない
という規制等はなく、外国人の配乗も可
能である。

①について
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、加入義
務が課せられている強制保険であるため、その加入を担保
するために、自賠責保険契約の加入及びその契約内容を
証明する自賠責保険証明書を備え付けなければ、自動車
の運行ができないこととしている（自賠法第８条）。また、自
賠責保険契約を締結し、証明書を備え付けているかどうか
を行政機関がチェックするために、自動車の運転者に自賠
責保険証明書の提示義務も定めている（自賠法第８５条）。
こうしたことから、契約期間中に異動事由が生じた場合に
は、保険の証明内容と当該自動車に関する実態を符合さ
せ、保険証明書の記載の真正を確保する趣旨から、保険契
約者は当該異動事由についての記入を受けなければなら
ず（自賠法第７条第２項）、かつ、保険会社は、証明書の変
更の申出があったときは、遅滞なく記入しなければならない
（自賠法第７条第３項）。そして、その記入を受けた証明書を
備え付けなければ、運行の用に供してはならないこととして
いる（自賠法第８条）。
上記の趣旨に鑑み、異動承認書を後日に発行することを
認めた場合、当該承認書が後日郵送等により契約者に届く
までの間において、不真正な証明書を備え付けたまま自動
車を運行することを認めることになり、さらに、その期間に自
動車事故が生じた場合は、不真正な当該証明書が示す契
約内容に基づき被害者は加害者が加入している保険会社 −
に対して保険金請求を行うことになり、その結果、当該支払
手続きに、ひいては適切な被害者保護に支障が生じるた
め、適当ではない。
なお、強制保険ではない任意の自動車保険は、証明書の
携帯義務及び第三者への提示義務がないため、契約期間
中に異動事由が生じた場合に異動承認書を後日に発行す
ることが可能となる。
②について
保険契約の終期にかかわらず、他の契約の終期が車検満
了日よりも遅いことを条件に当該契約を解約できることとす
ると、一度、行政庁の処分により車検満了日を満たす適正
な自賠責保険契約の締結が担保されたにもかかわらず、再
度、他の契約が車検期間を満たしているかどうかを、保険
会社の判断に委ねてしまうため、無保険車の発生を防ぐた
めに、車検満了日を満たす自賠責保険契約が締結されてい
ることを車検の適合要件としていることの実効性が確保でき
なくなるため、適当ではない。
なお、契約締結時に、各保険会社間で契約状況に係る情
報の共有化を図る、または、保険会社において、保険契約
者に対して、他に当該保険契約を締結しうる者に当該保険契
する等の要請を行えば、重複契約の発生は未然に防げるもの
る。

その他

管理コード

ｚA160104

ｚA160105

ｚA160106

制度の
所管官庁等

国土交通省

国土交通省

国土交通省

項目

高圧ガス導管の道路占用に係る規
制緩和

外国籍特殊船舶の外国船員による
国内運航作業の規制緩和

自賠責保険の実務に関する各種規
制の緩和

要望
管理番
号

5090

5090

5095

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5090A004

5090A006

5095A007
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1

1

1

要望主体名

石油鉱業連盟

石油鉱業連盟

損害保険労働組合連合会

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

4

以下の送ガスパイプライン（自噴線を
含む）について、道路法第36条による
道路占用の特例措置を認めること。
① ガス事業法におけるガス導管事業
の用に供するガス導管 ② 鉱山保
高圧ガス導管の道路占用に係る規
安法、又は高圧ガス保安法の適用を
制緩和
受ける、ガスを供給する事業（ガス事
業を除く）の用に供する導管 ③ ②
の範囲に属するものを除く、ガスを供
給する事業（ガス事業法・準用事業）の
用に供するガス導管

①〜③項の送ガスパイプラインは、い
ずれもガスを供給する事業を営む他の
者に対してガスを供給するガス導管で
あり、特に、①のガス導管事業の用に
供するガス導管はガス事業法により託
送供給が義務付けされているなど、公
共の利益に資する設備となっている。
今後、わが国がエネルギー供給にお
いて天然ガスの利用促進を進めていく
うえでガスインフラの整備、拡充に不可
欠な設備であるため、道路法第36条に
よる水道、電気、ガス事業等のための
道路の占用の特例措置と同等とすべ
きである。

6

海洋の石油探鉱開発作業に用いる外
国船籍の作業船において、現行では
外国籍特殊船舶の外国船員による
日本の船員手帳を持った日本人しか
国内運航作業の規制緩和
就労を認められていないが、外国人船
員の就労を認める。

今後の日本国内での石油探鉱開発事
業においては、大水深化や三次元物
探船や特殊調査船等、日本にない船
舶や調査技術･専門家等を採用せざる
を得なくなると考えられ、作業の安全
確保及び効率を追求するために、その
作業に慣れた外国人船員を採用せざ
るを得ない状況にある。

7

① 自賠責保険の異動手続きは証明書
に直接異動事項を記載することとなっ
ているが、異動承認書の発行により、
① 異動手続き申し込みを受けた場
契約者が異動手続き期間中でも車両
合、証明書に直接異動事項を記載す
運行が可能となるなど、異動手続きの
るのではなく、後日、異動承認書を発 異動手続きの利便性向上により、迅速 利便性が向上し、迅速な異動手続きが
行する事務処理を可能とするようにし な異動手続きが可能となり、結果、契 可能となる。効率的な事務処理を可能
自賠責保険の実務に関する各種規 て頂きたい。
約者の利便性向上につながる。
とするよう検討して頂きたい。
制の緩和
② 検査対象車種について、当該契約
② 検査対象車種については、解約さ
の終期にかかわらず、他の契約が車
れない自賠責が車検期間を満たして
検期間を満たしている場合は、当該契
いることを前提とすれば無保険車が発
約を解約できることとして頂きたい。
生することは考えられず、重複契約の
解消と契約者の利便性も向上すること
から、当該事務処理を可能とするよう
検討して頂きたい。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧(様式A)

該当法令等

道路運送車両
法第１１条
道路運送車両
法第２８条の３
道路運送車両
法施行規則第
１３条

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

国土交通大臣は、登録自動
車に取りつけた自動車登録
番号標への封印の取りつけ
を国土交通省令で定める要
件を備える者に委託すること
ができる。

建築物の基礎、主要構造部その他安
全上、防火上又は衛生上重要である部
分に使用する建築材料は、ＪＩＳ規格又
はＪＡＳ規格に適合するものであるか、
建築基準法第３７条 国土交通大臣が定める安全上、防火上 ｄ
又は衛生上必要な品質に関する技術
的基準に適合するものであることにつ
いて国土交通大臣の認定を受けたもの
でなければならない。

C

−

措置の概要
（対応策）

ワンストップサービスの導入
に伴い、封印業務の方法等
を検討することとしており、出
張封印業務の取扱範囲につ
いても、その中で整理していく
こととしている。

建築基準法第３７条第２号に定められ
ているとおり、国土交通大臣が定める
安全上、防火上又は衛生上必要な品
質に関する技術的基準に適合するもの
であることについて国土交通大臣の認
定を受けた建築材料であれば、ＪＩＳ規
格又はＪＡＳ規格に適合するものでなく
とも、建築材料として用いることが可能
である。

その他

−

管理コード

ｚA160107

ｚA160109

制度の
所管官庁等

国土交通省

項目

行政書士による出張封印代行業務
の取扱範囲の規制緩和

国土交通省、経
済産業省、農林 ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し
水産省

要望
管理番
号

5100

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5100A002

1

要望主体名

日本行政書士会連合会

要望
事項番
号

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

行政書士による自動車の出張封印
代行業務は個人ユーザーに関するも
行政書士による出張封印代行業務
のに限定されているところ、これを法人
の取扱範囲の規制緩和
ユーザーに関するものについても取扱
範囲に含めるべきである。

現在、自動車の出張封印代行業務
は甲種封印受託者から行政書士が再
委託を受け実施しているが、取扱範囲
が「個人ユーザーの変更登録及び個
人ユーザーと他の個人ユーザー間の
移転登録」と限定されているため、法
人ユーザーは、自ら運輸支局に出向き
封印を受けるか、別団体（全国自動車
標板協議会等）に封印のみを依頼する
など、利便性に欠ける点がある。
また、業務範囲の限定により、甲種
封印受託者から行政書士が再委託を
受けられない地域も一部存在してお
り、有益なサービスを全国あまねく提
供することができていない。
法人ユーザーも取扱

ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

建築部材に関して、海外の公的な試験
機関による検査済データであればその
まま国内でも採用してほしい。現状は
例え試験結果が同等であっても、あら
ためてＪＩＳ・ＪＡＳ規格を取らなければ
ならず、スピーディーさに欠け、事業競
争の妨げになっている。

社団法人 東北ニュービジネ
ス協議会
5122

5122A001

1

1
日本ニュービジネス協議会
連合会
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要望理由

ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

その他
（特記事項）

