全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A)

該当法令等

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）

制度の現状

「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。

【農林水産省所管
の制度共済】 農
業協同組合法§１
０、１０の２、１０の
５、１１の７〜１１の
２２、１１の３３〜１１
の４６、１１の４９、１
１の５０、３０、５１、
５４の２、５４の３、９
３〜９５の２、９７の
２
農業協同組合法施
行規則（平成１３年 農業協同組合法、水産業協同組
農林水産省令第１ 合法等に基づき必要な監督を実
施。
４８号）
農業協同組合法施
行規程（平成１７年
農林水産省告示第
５２８号）
水産業協同組合法
§３４、１２３の２
水産業協同組合共
済事業制度の運用
について（昭和５９
年１月２３日付け５
９水漁第６６号水産
庁長官通知）

措置の 措置の
分類
内容

c

c

ｃ、ｆ

-

-

-

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、手続き
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、手続き
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。

共済は、一定の地域や職域でつな
がる者による助け合いの組織であっ
て、組合員自ら出資し、その事業を
利用しあうという制度であることか
ら、不特定多数の者を対象に全国
域で行われている保険業とは性格
が異なる。このため、このような組合
の特徴を踏まえた独自の規制が必
要である。このため、農林水産省
は、農業協同組合法、水産業協同
組合法等に基づき必要な監督を
行っているところである。
また、協同組合が法人税率上優
遇されているのは、組合員の相互
扶助の理念により共同で事業を行う
法人であり、民間の会社とは異なっ
た目的・性格を有する組織であるこ
とに着目したものである。このため、
協同組合が保険に相当する「事業」
を行っているという側面だけを捉え
て比較するのは適当ではない。

その他

管理コード
（予定）

zA140001

制度の
所管官庁

項目
（予定）

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

5034

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5034A011

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

要望
事項番
号

11

zA140001

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

5088

5088A044

1

社団法人リース事業協会

44

zA140002

厚生労働省 経
共済と民間保険会社間の平等な競
済産業省 農林
争環境の確立
水産省

5101

5101A001

1

在日米国商工会議所

1
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

「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
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、
「外為法に基づく「外国投資家」規制
その保有比率合計が50％以上となって
の適用除外」
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、上場会社の
場合、いずれの特定の外国人（企業支
配や議決権行使について共通の意思
をもった一団）の議決権比率が20％未
満である場合などは、規制趣旨の範囲
外であるものと思われ、適用除外とす
る措置を検討いただきたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

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
対応が望まれる。

「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
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、上場会社の
外国人株式保有比率５０％超の企業
場合、いずれの特定の外国人（企業支
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業 形式上の規制適用による不要な事務コ 配や議決権行使について共通の意思
における外為法上の「外国投資家」規 ストが削減される。
の適用除外
をもった一団）の議決権比率が20％未
制の適用除外を要望する。
満である場合などは、規制趣旨の範囲
外であるものと思われ、適用除外とす
る措置を検討いただきたい。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
超えたかどうかで外為法上の属性が変
化するようでは、いたづらに混乱を招
き 不用な事務等が発生する 資本市
共済は共通の利害をもつ者、同じ職業
に従事する者の集団により形成された
協同組合類似の組織であるが、生損保
商品、第三分野商品を幅広く提供して
おり、消費者は誰でも出資金を支払い
構成員になれば、これらの共済の商品
を購入することができるため、実質的に
は不特定多数の人を対象として販売さ
れており、民間保険会社と実態は変わ
らない。
県民共済、JA共済、全
制度共済は根拠法に基づく主務官庁の
労済などの根拠法のあ
監督を受けているが、民間保険会社を
る制度共済は、根拠法
監督している金融庁のそれと比較する
に基づく主務官庁の監
制度共済と民間保険会社との間に規制
と透明性が低く、適用においても厳格
督下にあるが、民間保
面で平等な競争環境を確立すること。
性に劣る。金融庁は財務の健全性、
険会社に対して適用さ
平等な競争環境を達成するために実質
ルール遵守、リスク管理を含めてこれら
れる規制との整合性が
的に不特定多数の人に販売している制
平等な競争条件の確保と適切な監督・ 制度共済を監督する権限をもっておら
共済と民間保険会社間の平等な競
取れていないため、不
度共済に対して、①民間保険会社と同
規制により消費者保護が図られる。
争環境の確立
ず、民間保険会社と平等な条件での規
平等な取扱となってい
水準の課税を行うこと②契約者保護の
制下に置くことができない。
る。それにもかかわら
ためのセーフティネットの整備を行うこ
日本政府は「サービス貿易に関する一
ず、共済は民間保険会
と③金融庁の監督下に置き、保険会社
般協定」（GATS）の下で保険・保険関連
社が提供する商品と直
と同様の規制の対象とすること。
サービスを含む金融サービスに関して
接競合する生損保商
具体的な合意事項を採決している。こ
品、第三分野商品を幅
れらの合意事項は共済を例外とするこ
広く販売している。
とを認めていないにも関わらず、政府は
共済に対して競争上重大な優遇措置を
とりつづけており、GATS上深刻な問題
となっている。日本政府は、GATS上の
義務に従い、実質的に不特定多数の人
に販売している制度共済に対し、民間
保険会社と同じ規制、つまり保険業法
に基づく規制およびガイドラインの下で
金融庁の完全な監督下に置く必要があ
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

【農林水産省所管
の制度共済】 農
業協同組合法§１
０、１０の２、１０の
５、１１の７〜１１の
２２、１１の３３〜１１
の４６、１１の４９、１
１の５０、３０、５１、
５４の２、５４の３、９
３〜９５の２、９７の
２
農業協同組合法施
行規則（平成１３年 農業協同組合法、水産業協同組
農林水産省令第１ 合法等に基づき必要な監督を実
施。
４８号）
農業協同組合法施
行規程（平成１７年
農林水産省告示第
５２８号）
水産業協同組合法
§３４、１２３の２
水産業協同組合共
済事業制度の運用
について（昭和５９
年１月２３日付け５
９水漁第６６号水産
庁長官通知）

−

−

一部実施済み

一部実施済み

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ｃ、ｆ

-

共済は、一定の地域や職域でつな
がる者による助け合いの組織であっ
て、組合員自ら出資し、その事業を
利用しあうという制度であることか
ら、不特定多数の者を対象に全国
域で行われている保険業とは性格
が異なる。このため、このような組合
の特徴を踏まえた独自の規制が必
要である。このため、農林水産省
は、農業協同組合法、水産業協同
組合法等に基づき必要な監督を
行っているところである。
また、協同組合が法人税率上優
遇されているのは、組合員の相互
扶助の理念により共同で事業を行う
法人であり、民間の会社とは異なっ
た目的・性格を有する組織であるこ
とに着目したものである。このため、
協同組合が保険に相当する「事業」
を行っているという側面だけを捉え
て比較するのは適当ではない。

ｄ

−

現在、海外出張時における機器の
借料や通信費等の支払いについて
コーポレートカードによる決済を実
施している。

ｄ

−

現在、海外出張時における機器の
借料や通信費等の支払いについて
コーポレートカードによる決済を実
施している。

その他

管理コード
（予定）

zA140002

zA140003

zA140003

制度の
所管官庁

項目
（予定）

厚生労働省 経
制度共済と保険会社間の平等な競争
済産業省 農林
環境の確立
水産省

全省庁

全府省

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】

クレジットカード決済による支払業
務

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

5124

5124A001

1

外国損害保険協会（ＦＮＬＩＡ）

5053

5053A160

1

(社）日本経済団体連合会

5096

5096A003
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1

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

要望
事項番
号

1

160

3

要望事項
（事項名）

制度共済と保険会社間の平等な競争
環境の確立

具体的
要望内容

制度共済と保険会社の双方に規制面で平
等な競争環境を確立すること。
平等な競争環境を達成するために実質的
に不特定多数の人に販売している制度共
済に対して、①保険会社と同水準の課税
を行うこと②契約者保護のためのセーフ
ティネットの整備を行うこと③金融庁の
監督下に置き、保険会社と同様の規制を
整備すること

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
省庁へのコーポレートカード及び購 導入している出張、会議開催などにお
けるクレジットカードの活用を進め、コー
買カードの導入【新規】
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。

クレジットカード決済による支払業
務

具体的事業の
実施内容

要望理由

県民共済、農協（JA）共済、全労済など
根拠法のある制度共済は、それぞれの主
務官庁の監督下にあるが、保険会社に対
して適用される規制との整合性がなく、
不平等な取扱となっている。それにもか
かわらず、共済は保険会社が提供する商
品と直接競合する生損保商品、第三分野
商品を幅広く販売している。平等な競争
条件の確保と適切な監督・規制により消
費者保護が図られる。

共済は共通の利害をもつ者、同じ職業に
従事する者の集団により形成された協同
組合類似の組織であるが、生損保商品、
第三分野商品を幅広く提供しており、消
費者は誰でも出資金を支払い構成員にな
れば、これらの共済の商品を購入するこ
とができるため、実質的には不特定多数
の人を対象として販売されており、保険
会社と実態は変わらない。又員外契約も
多数存在している。
制度共済は根拠法に基づく主務官庁の監
督を受けているが、保険会社を監督して
いる金融庁のそれと比較すると透明性に
欠け、運用においても厳格性に劣る。金
融庁は財務の健全性、ルール遵守、リス
ク管理を含めてこれら制度共済を監督す
る権限を持つ必要がある。
現在の制度共済の例外的監督は「サービ
ス貿易に関する一般協定」に違反する恐
れがある。

省庁の決済業務において、民間事業
者のノウハウを活用したクレジットカー
ドや購買カードを活用することによっ
て、業務の簡素化、コスト削減、会計の
透明性向上などが期待される。

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、使用
にあたっての公私混同の問題、カード
決済が出来ない経費（バス代等）につ
いての事務の煩雑化などの問題がある
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
ことから現状では困難であると考える。
入などの支払いを職員による立替精算 クレジットカード払いで行い、仮払・立替
なお、物品購入については、支出負担
や請求書支払でなく、クレジットカード支 払や請求書払いなどの業務処理を各
行為及び支出の確認、支出に関する書
払で行うことに対する規制緩和（運用変 職員にクレジットカードを配布し、業務
類が必要なことから現行の法制度では
更）をしていただきたい。
を効率化・簡素化する。
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に実施済みであ
り問題が発生していないことから、公私
混同や事務の煩雑化の問題はないも
のと考える。物品購入についても現行
制度内で既に実施している省庁もある
ことから、確認や書類の問題はクリア可
能と考える。このため、御省においても
導入をお願いしたい。

その他
（特記事項）

現在、経済産業省にお
いて、出張、会議開催用
としてコーポレートカード
が実験的に導入されて
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

一部実施済み

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

旅費の支給については国家公 旅費
務員等の旅費に関する法律の
→ ｃ
規定により職員に対して支給す
ることとされている。
その他
の経
その他の経費については一部 費 →
実施済みである。
ｄ

漁業法第６５条
水産資源保護法第４
条
遊漁者等が使用できる漁具漁法につ
各都道府県漁業調
いては、各都道府県漁業調整規則にお
整規則
いて、知事が地域の実状に応じて必要
「海面における遊漁
な規制を行うこととなっている。
と漁業との調整につ
いて（ガイドライン）」
（平成１４年１２月１２
日水産庁長官通知）

d

−

−

措置の概要
（対応策）

現在、海外出張時における機
器の借料や通信費等の支払い
についてコーポレートカードによ
る決済を実施している。

旅費の支給については、国家公務
員等の旅費に関する法律第３条第
１項の規定により、職員に対して支
給することとされているため、コーポ
レートカードによる決裁は不可であ
る。

その他

項目
（予定）

要望
管理番
号

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

管理コード
（予定）

制度の
所管官庁

zA140003

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

zA140003

全府省

公務員経費のカード決済

5109

5109B007

要望主体名

要望
事項番
号

1

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

1

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

その他の経費については、現在、
海外出張時における機器の借料や
通信費等の支払いについてコーポ
レートカードによる決済を実施してい
る。

−

遊漁者等が使用できる漁具漁法
については、各都道府県漁業調整
規則において、知事が地域の実状
に応じて必要な規制を行うこととなっ
ている。ライト・トローリングを含むト
ローリングとは、釣糸及び釣針を用
いて航走している船舶をもって行う
ひき縄釣りに該当し、船舶を航走さ
せながら広範囲の漁場を利用する
ため、水産資源の保護及び漁場利
用調整の観点から、各都道府県が
検討を行うものである。従って、本
件は、各都道府県において、漁業調
整上支障のない範囲で規制を解除
するか否か判断すべきものであり、
現行制度下において対応可能であ
る。
なお、遊漁者等が行うひき縄釣り
については、「海面における遊漁と
漁業との調整について（ガイドライ
ン）」（平成１４年１２月１２日水産庁
長官通知）を受け、２県が漁業調整
規則を改正し、１７年７月現在、ガイ
ドライン発出以前から認められてい
た２県と併せた４県において、一部
あるいは全面的に、ひき縄釣りが認
められているほか、その他の都道府
県においても、ひき縄釣りに関する
漁業調整規則の改正が検討されて
いるところである。

zA140004

農林水産省

ライト・トローリング釣 禁止の解除

5004

5004A001

3/9

1

山田貢

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

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

要望理由

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

ロッド（釣竿）とリールを用い、ライン（抗
張力：湿った状態で30ポンドの重さがそ
の糸にかかれば切れてしまう糸）で１本
のロッドに付き１個の疑似餌をひく釣を
ライト・トローリングと呼称し禁止されて
いるひき縄釣とは、別の釣法と位置つ
ける。これを竿釣の中の１種として許可
ライト・トローリング釣 禁止の解除 するか、（ルアー釣は竿釣で許可と思 ライト・トローリング大会
われる）あるいは新たにライト・トローリ
ング釣として全国で許可してほしい。
各都道府県に対して漁業調整規則等
に基づく禁止対応を即刻解除する指針
（ガイドライン）を策定し農林水産庁長
官からの技術的助言として都道府県に
通知するよう要望する。

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

ひき縄釣とトローリングとは、本来別の
釣法であるが漁具を曳航して行う漁法
として漁民以外には、トローリングを日
本では全面禁止してきている。世界的
には、禁止は日本だけであり、非文明
国、不思議な国に映るだけである。ト
ローリングは小さな魚を獲らず資源保
護にもなる。四面を海に囲まれた日本
の海洋レジャー、スポーツフィッシュン
グの普及をすすめ地域活性化を図りた
い。 平成１４年１２月１２日付け指針
（ガイドライン）にひき縄釣に係る規制
処置の見直しが示されてはいるが、漁
業調整委員会に遊漁民の代表の参加
が認められておらず、又ガイドラインに
ある海面利用協議会に、及び広く意見
を聞くが大きくは実施されておらず、遊
魚民の声が届く制度になっていない為
実態としては、トーローリングは実施さ
れている所があるが、トローリングの禁
止が解除されるのはずうっと何年も先
も見込めない。よって即、ライト・トロー
リングの禁止解除を要望する。

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

制度の現状

−

−

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）

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

平成１３年１２月から売掛債権担
保融資保障制度を利用する場合に
おける譲渡禁止特約の解除を実
施。

「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。

c.b

c

−

措置の概要
（対応策）

建築確認申請に関しては、当省は
所管しておらず、回答する立場には
ないが、窓口一元化については、地
方公共団体の担当部局間の連携に
より地方公共団体内部で対応でき
るものであると考えている。
なお、建築確認申請に係る建築物
の敷地が農地である場合には、農
地転用許可を受ける必要があること
から、建築主事及び農地転用関係
職員は相互に情報を交換する等密
接な連携を図るよう助言指導してい
るところである。

−

各省庁及び地方自治体において
統一的取扱いとすることについて
は、当省としては回答できる立場に
ない。当省の部分解除範囲の拡大
等については現在検討している。

-

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、手続き
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
（予定）

zA140005

zA140006

zA140007

制度の
所管官庁

項目
（予定）

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

全省庁

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

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

要望
管理番
号

5020

5053

5053

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5020A001

5053A143

5053A148

4/9

1

1

1

要望主体名

個人

(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

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）

建築確認申請をするために複数のセク
現在の建築確認申請は、各法令による
ションに足を運ばなければならない。ま
諸手続きが必要であり都市計画課、建
築指導課、農業委員会、道路管理課な 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
３．要望
ど複数のセクションで事前協議をした 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
ス
多くの公務員を配置している現状があ ４．効果
り、諸手続きを踏まなければならない。 が行うこと。
り、これらを解決することにより効率化
そこで、窓口を1箇所にして効率的に建
を目指す。
築確認申請を行う。

143

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は
国・地方自治体向け金銭債権の証 債権譲渡禁止特約の適用除外とする、
券化等に係る譲渡禁止特約の解除 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。

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
資産流動化を促進する上で、債権譲 庁においては事前に承
渡禁止特約の存在が障害となってい 認を得ることにより譲渡
る。債権譲渡禁止特約の廃止に向け を認めたり、特定の譲渡
て、各省庁、地方自治体が共通ルール 先については債権譲渡
の下で着実に取り組むことが求められ 禁止条項適用の例外と
る。
する等、企業における売
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。

148

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
外為法に基づく「外国投資家」規制 の企業であるなど、単独で支配権を持
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。

「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
外国資本が事実上支配権を持たない が義務付けられている。
企業に対して、安全保障上の観点から 「外国投資家」の要件
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。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A)

該当法令等

農地法第３条

制度の現状

所有権を含めた農地の権利取得
が認められる法人は、原則として農
業生産法人に限られている。

農用地区域からの除外にあたって
は、市町村の農業振興地域整備計
画の変更が必要である。また、農地
農業振興地域の整 を農地以外のものにするためには、
備に関する法律第１ 農地法の規定に基づく許可が必要
３条
である。

措置の 措置の
分類
内容

c

−

株式会社は、株主への配当を行う
ためにいかに効率よく利益をあげる
かが最優先される形態であり、農業
と無関係な分野へ利益を求める株
主の意向によって安易に農業から
撤退する等の経営方針の転換がな
され、農地が適正に利用されなくな
るのではないかといった懸念が強
い。
したがって、こうした懸念を払拭で
きる確実な担保措置を講じることが
困難な一般の株式会社等農業生産
法人以外の法人による農地の所有
を認めることはできない。

−

市町村農業振興地域整備計画は
農業振興に関する施策を計画的に
推進するために市町村が策定する
行政計画であり、５年ごとに行われ
る基礎調査の結果又は経済事情の
変動等により必要が生じたときに市
町村自らの判断により計画を変更
するものであることから、農振法に
は、農用地区域からの除外に係る
申請を受け付ける手続は規定され
ておらず、申請に対する許可等の手
続も規定されてはいない。
すなわち、「農用地区域からの除
外の申出」は、市町村が農業振興
整備計画変更の必要性を判断する
に当たってのひとつの材料となるも
のであり、農業振興整備計画の変
更は個別の申請に基づき行われる
ものではない。
なお、農業振興地域整備計画は、
市町村の農業振興を図るための基
本的な計画であり、長期の展望に
立って定められるものであるから、
頻繁に変更することは適当ではな
く、そのような指導等を行うことはで
きない。

Ⅰ

２００５年３月にとりまとめられた
「でん粉及びでん粉原料用いも政策
の基本方向」を踏まえ、コーンスター
チ用とうもろこしとの抱合せについて
は、国際的な議論の展開を視野に
入れつつ、これを廃止して透明性の
高い新たな制度を構築するための
検討を進めているところである。

農地法第４条、第５
条

関税定率法第９条の
２第１項
関税暫定措置法第８
条の６第２項
関税割当制度に関す
る政令第１条、第２条
第５項
とうもろこし等の関税
割当制度に関する省
令第６条

いもでん粉の原料であるばれい
しょ及びかんしょは、北海道及び南
九州の畑作農業を支える基幹作物
である。また、収穫された原料は地
元工場ででん粉に加工されるなど、
地域経済上も重要な役割を担って
いる。
このため、国内産いもでん粉と輸
入とうもろこしから製造されるコーン
スターチの価格差を踏まえ、関税割
当制度を講じているところである。

ｅ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

管理コード
（予定）

zA140008

zA140009

zA140010

制度の
所管官庁

農林水産省

農林水産省

農林水産省

項目
（予定）

農業生産法人以外の株式会社等の
法人による農地の取得・保有の容
認

農業振興地域整備計画の変更なら
びに農地転用許可にかかる申請受
付頻度の見直し【新規】

とうもろこしの関税割当制度の見直
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

5053A223

5053A224

5053A225

5/9

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

223

224

225

要望理由

その他
（特記事項）

株式会社形態で農業経営を行うこと
により、農業にマネジメントの概念を導
入し、資金調達や人材確保等さまざま
な面で株式会社のメリットを活かすこと
が可能になるが、現行の農業生産法人
制度のもとでは、出資比率、役員構成
などについて制約が多く、株式会社形
態の有利性を十分発揮することが困難
となっている。
これまで構造改革特区で認められて
いた農業生産法人以外の株式会社等
の法人によるリース方式での農業への
参入の全国展開が実現したことは評価
できる。今後は、農業経営の更なる基
盤強化に向けて、農業生産法人以外の
株式会社等による農地の取得・保有を
認めるべきである。

農地法では、法人によ
る農地の所有は、農業
生産法人にのみ認めら
れている。株式会社形
態の農業生産法人も認
められているが、株式譲
渡制限、出資比率、役
員構成などに関して厳し
い要件が課されている。

農振除外ならびに農地転用許可の申
請受付の頻度を高めるべきである。
少なくとも農振除外の申請について
農業振興地域整備計画の変更なら は、農地転用許可の手続きと同じく、毎
びに農地転用許可にかかる申請受 月１回受け付けることとするよう、地方
自治体の運用の改善を図るように周知
付頻度の見直し【新規】
徹底するとともに、必要に応じて指導・
勧告を行う等適切な処置を行うべきで
ある。

１回申請のタイミングを逃すと次回受
付まで、農振除外の場合は数ヶ月、農
地転用の場合は１ヶ月待たなくてはなら
ず、新たな土地利用ニーズなど情勢の
変化に機動的に対応することができな
い。

農地転用には農林水
産大臣または都道府県
知事の許可が必要と
なっている。なお、農業
振興地域の農用地区域
内の農地は原則として
転用が認められないた
め、当該農地について
は転用許可申請に先立
ち、農用地区域からの
除外（農振除外）を受け
る必要がある。農振除
外の申請受付の頻度は
市町村により異なってお
り、例えば各市町村ホー
ムページへの掲載情報
によると、年２回（群馬
県高崎市、群馬県伊勢
崎市、静岡県掛川市）、
年３回（栃木県真岡
市）、年４回（愛知県豊
田市、佐賀県佐賀市）等
となっている。また、農
地転用の申請について
は、各市町村において
毎月１回締切日が設定
されている。

コーンスターチ用とうもろこしの国産い
とうもろこしの関税割当制度の見直 も澱粉との抱き合わせ比率を緩和し、
し
コーンスターチ用とうもろこしに係る
ユーザー負担を軽減すべきである。

コーンスターチ用とうも
ろこしの関税は、譲許税
「『全国規模の規制改革・民間開放要
率では50％または12円
望』に対する各省庁からの再回答につ
／㎏であるが、関税割
いて（2005年１月19日）」で農林水産省
当制度のもとで、国産い
は、「でん粉原料用のばれいしょ及びか
も澱粉の購入を条件とし
んしょは、北海道及び南九州の畑作農
て、コーンスターチ用とう
業にとって不可欠な作物であり、その再
もろこしの関税を無税と
生産を確保する必要がある」と回答して
する措置が講じられて
いるが、ＷＴＯ国際交渉の進展等も踏
いる（国産いも澱粉１の
まえ、関税等の国境措置は縮小・廃止
購入に対して12のコー
する方向で見直すことが必要である。
ンスターチ用とうもろこし
の関税割当枠）。

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

農業生産法人以外の株式会社等の 農業生産法人以外の株式会社等の
法人による農地の取得・保有の容 法人による農地の取得・保有を認める
べきである。
認

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

−

小麦については、国家貿易によ
り安定供給が図られているが、
小麦加工産業の製品と競合関
係にある小麦粉・小麦粉でん粉
等も国家貿易により管理・規制
がなされている。さらに競合関係
にある小麦粉調製品・パスタ等
の麦加工品についても一定の関
税が賦課され、製粉企業の国際
競争力の確保に十分留意し、運
用されている。また、小麦の政府
売渡価格については、食糧法の
もと、外国産麦の売買差益を国
内産麦に対する財政負担に充て
るコストプール方式によることを
基本に決定されているが、一方
で、麦会計は大幅な赤字が継続
し、多額な財政負担となっている
のが現状である。外国産小麦の
売渡価格のあり方については、
このような状況のもと、現在、麦
政策全般の見直しの中で検討さ
れている状況であり、現時点で、
今回の要望を措置することは困
難である。

Ⅰ

２００５年３月にとりまとめられた
「砂糖及び甘味資源作物政策の基
本方向」を踏まえ、糖価調整制度の
枠組みは維持しつつ、現行の最低
生産者価格は廃止し市場の需給事
情を反映した取引価格が形成され
る制度へ移行するとともに、砂糖業
界全体として一層のコスト削減が図
られるよう、制度改正に向けた検討
を進めているところである。

麦の政府売渡価格については、家
計費及び米価その他の経済事情を
参酌し、消費者の家計を安定させる

主要食糧の需給及 ことを旨として定めることとされてい
び価格の安定に関す
る。具体的には、家計の安定が図ら
る法律第43条同法施
れる価格の範囲内で、外国産麦の
行令第13条

Ｃ

売買差益を国内産麦に対する財政
負担に充てるコストプール方式によ
ることを基本に決定されている。

砂糖の原料であるてん菜及びさと
うきびは、北海道及び鹿児島県、沖
縄県の畑作農業における基幹作物
であり、地元工場で製糖されるな
ど、地域経済上重要な役割を担って
いる。
このため、砂糖を輸入する場合に
は、国内の甘味資源作物生産の振
砂糖の価格調整に 興や国産糖企業の健全な発展に及
関する法律第３条、 ぼす悪影響を緩和するため、輸入
第５条〜第８条、第１ 業者から調整金を徴収し、国内産糖
９条、第２０条
と輸入糖の価格が同水準になるよう
調整している。
一方、国内の農家から最低生産
者価格以上で甘味資源作物を買い
入れた国産糖企業に対し、国内産
糖交付金を交付し、国産糖企業の
健全な発展を期するとともに、甘味
資源作物生産農家の農業所得の確
保を図っている。

①財政法第15条、会
計法第29条の12、予 ①賃貸借契約は国庫債務負担行為
算決算及び会計令 によるものを除き単年度契約。
第102条の2

ｂ

c

措置の概要
（対応策）

−

①国の契約は「会計法」及び「予算
決算及び会計令」に基づき行われて
いることから、当省としては回答でき
る立場にない。

その他

管理コード
（予定）

zA140011

zA140012

zA140013

制度の
所管官庁

農林水産省

農林水産省

全省庁

項目
（予定）

外国産小麦の政府売り渡し価格の
引き下げ

糖価調整制度の更なる見直し

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

5053

5053

5088

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5053A226

5053A227

5088A001

6/9

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

社団法人リース事業協会

要望
事項番
号

226

227

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

外国産小麦の政府売渡価格を、小麦
粉調製品・小麦二次加工製品の関税
外国産小麦の政府売り渡し価格の
水準(約20％)を目途に、計画的かつ継
引き下げ
続的に、1.2倍程度にまで引き下げるべ
きである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

小麦については国家貿易が行なわれ
ており、わが国の小麦需要量の約９割
を外国産麦が占めている。「規制の現
状」にある通り、外国産小麦には70−
80％の関税が課せられているのと同様
の状況であり、関税率20％前後の安価
な小麦粉調製品等の輸入が増加する
中で、麦加工産業は国際競争力の面で
生産者手取りの約７割
非常に不利な状況に置かれている。
2004年12月の麦政策検討小委員会と を占める麦作経営安定
りまとめ(案)において、「内麦助成金に 資金の財源は、いわゆ
ついては、(中略)当面、引き続き、実需 るコストプール方式に
者の負担を求めることが妥当」とされて よって外国産小麦の売
おり、国内産麦の保護に要するコストを 買差益で賄われており、
実需者・消費者の負担によるマークアッ その結果、麦加工産業
プで賄う仕組みは手付かずとされた。 への外国産小麦の政府
今後、経営安定対策の具体的内容が 売渡価格は輸入価格の
固まった段階で最終的な取りまとめを 1.7−1.8倍となってい
行なうとのことであるが、新たな「食料・ る。
農業・農村基本計画」（2005年３月25日
閣議決定）においても改革の方向性と
しては品目横断的政策への移行が決
まっている以上、麦に係るコストプール
方式を見直すべきである。また品目横
断的政策の財源については、麦のマー
クアップに依存するのではなく、財政負
担を基本とすることが適当である。

輸入糖に係る調整金徴収制度を見直
すとともに、国内産糖の位置づけ、国内
産糖の生産振興とその費用負担のあり
方などについて検討を深め、国内砂糖
価格の引下げを実現すべきである。

「砂糖及び甘味資源作物政策の基本
方向（2005年３月）」において糖価調整
制度の維持が明示されたが、現行制度
の下では、国産糖生産者・製造者にお
けるコスト削減へのインセンティブが働
かず、国産糖と輸入糖の大幅な内外価
格差は縮小しない。消費者・ユーザー
に合理的な価格で安定的に砂糖を供
給するために、生産者・製造者のみな
らず消費者・ユーザー等からも広く意見
を聞いた上で、糖価調整制度を抜本的
に見直すべきである。

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入歳出予算の当
該金額について、減額又は削減があっ
た場合は、契約を解除する。」趣旨の条
項が付されることがある。この条項によ
り、リース会社には解約リスクが残る一
方、地方自治体は解約を前提としない
ファイナンス・リースのメリットを享受す
ることになり、衡平を欠く。

糖価調整制度の更なる見直し

その他
（特記事項）

政府は砂糖の輸入業
者から調整金を徴収し、
国内産糖と輸入糖の価
格が同水準になるよう
調整している。また、国
内の農家から最低生産
者価格以上で甘味資源
作物を買い入れた国産
糖企業に対し、国内産
糖交付金を交付してい
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

Ｃ

管理コード
（予定）

−

zA140015

zA140016

ている。

商品投資販売業者と商品投資契約を
商品投資に係る事業 締結した顧客は契約成立時交付書面を
の規制に関する法律 受領した日から起算して１０日を経過す
るまでの間、書面によりその契約の解
第１９条
除を行うことができる。

Ｃ

−

商品投資契約においてクーリング
オフ規定を設けているのは、商品投
資の仕組みが複雑であるため一般
の投資者がそれを十分に理解しな
いまま契約を締結したり、販売業者
の勧誘によって冷静な判断をしない
まま契約締結に至る事態が想定さ
れることから、 投資家に対して契
約締結後一定期間は意志決定の再
確認をしうる時間的余裕を与えるこ
ととするためである。
投資信託との比較において、投資
信託についてはその販売に関して、
証券取引法第４３条における適合性
原則が適用されるものの、商品ファ
ンド法には同様の規制はない。
このため、商品ファンドにおける
クーリングオフ制度は、現状におい
て、投資信託と比較しても、法目的
である投資家保護の観点から、適
切なものと考えている。

平成１３年１２月から売掛債権担保融
資保障制度を利用する場合における譲
渡禁止特約の解除を実施。

c.b

−

各省庁及び地方自治体において統一
的取扱いとすることについては、当省と
しては回答できる立場にない。当省の
部分解除範囲の拡大等については現
在検討している。

−

その他

契約成立時交付書面（１７条書面）
とは、商品投資契約が成立した場
合に、後日当事者間にその内容を
巡る紛争が発生することを回避する
ため、成立した契約の内容をより簡
単に書面に記載し、顧客に対し交付
することにより、その明確化を図る
趣旨から交付を求めているものであ
る。
したがって、契約成立時交付書面
（１７条書面）は、現状において法目
的である投資家保護の観点から、
適切なものであると考えている。

商品投資販売業者は顧客と商品投

商品投資に係る事業
資契約等を締結した際に契約内容
の規制に関する法律
を示した書面を交付することとなっ
第１７条

措置の概要
（対応策）

zA140014

制度の
所管官庁

項目
（予定）

金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
産省 経済産業
（契約成立時交付書面の撤廃）
省

金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
産省 経済産業
（クーリングオフの義務撤廃）
省

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化に関する債権譲渡禁止特約の
解除

要望
管理番
号

5088

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5088A021

1

要望主体名

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

21

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品
の情報開示後退と取られる可能性もあ
るために措置が難しい項目であると考
えられるが、この契約成立時書面を交
付する直前に、より詳細な目論見書（契
約成立前書面）を交付しており、同等以
下の内容の書面を再度交付すること
は、投資家に時間的・金銭的コストを負
担させるだけで、情報開示には役立っ
ていない。契約成立時の書面の交付義
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を バックオフィス業務の簡素化、商品ファ
務は証取法など、他の類似の法律にお
（契約成立時交付書面の撤廃）
要望する。
ンドの運用コストの軽減
いては存在せず、明らかに過剰規制で
ある。いち早く撤廃をすべきである｡同
要望に対して金融庁・農林水産省・経
済産業省から「撤廃することは困難で
ある」との趣旨の回答が示された。しか
しながら、実際には顧客は契約書に
よって契約内容を把握しており、契約成
立時交付書面（１７条書面）を撤廃した
としても投資家保護上問題があるとは
思われない。早急な措置を要望する。

5088

5088A022

1

社団法人リース事業協会

22

商品ファンド募集の実務においては、
資料請求、申し込み、契約締結、資金
の払込と投資家が能動的に判断する
局面が多く、契約締結後、投資を取り
やめるケースは時折存在する。一方、
クーリングオフ制度を活用した資金払
込後の契約撤回は、ほとんど利用され
ていない現状である。クーリングオフの
規制を維持する合理的理由は見当たら
ない。合理的理由が存在するなら、投
大半の金融商品にはクーリングオフは
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和 無く、運用開始と同時に資金の純資産 バックオフィス業務の簡素化、商品ファ 資信託にも即刻クーリングオフを適用
すべきである。同要望に対して金融庁・
価値が変動する資金運用には馴染ま ンドの運用コストの軽減
（クーリングオフの義務撤廃）
農林水産省・経済産業省から「撤廃す
ない概念である。
ることは困難」との趣旨の回答が示され
た。しかしながら、回答は投資信託には
設けられていない制度を商品ファンドに
設けることに対する十分な説明とは思
われず、実際には、投資家が能動的に
投資の是非を判断する局面が多いこと
からクーリングオフの規制を維持する
合理的理由は見当たらない。早急な措
置を要望する。

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、統一
国・地方自治体向け金銭債権の証 的かつ早急に債権譲渡禁止特約の解
券化に関する債権譲渡禁止特約の 除の対象となる契約（リース契約等）及
解除
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社
等）を望む。

7/9

各省庁の対応が異なり、統一的かつ早
急な対応を求める。

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

証券取引法等

制度の現状

金融商品について、業態別の規制を中
心に、業法ごとの規制が存在している

農林水産大臣は、農林物資の品質の
改善、生産の合理化、取引の単純公正
化及び使用又は消費の合理化を図る
必要があると認めるときは、農林物資
規格調査会の議決を経て、当該農林物
資の品質に関する基準等を内容とする
日本農林規格（JAS規格）を制定する。
JAS規格制定に当たっては、農林物資
の品質、生産、取引、使用又は消費の
現況や将来の見通し、国際的な規格の
動向を考慮するとともに、実質的に利害
関係を有する者の意向を反映し、かつ、
その適用に当たって同様の条件の下に
農林物資の規格化
ある者を不公正に差別することのない
及び品質表示の適
ように制定する。
正化に関する法律
現行のＪＡＳ規格による格付制度に
（昭和25年法律第
は、
175号）第７条、第１４
① 農林水産大臣により登録された登
条及び第１５条
録認定機関又は 登録外国認定機関
等により、製品の生産・製造工程の管
理体制、検査体制及び品質管理体制
の審査を受け、製品の規格適合性が確
保されると認定された製造業者が、自ら
格付を行 い、ＪＡSマークを表示する仕
組み
② 農林水産大臣により登録された登
録格付機関又は登録外国格付機関
が、製造業者等から格付申請があった
農林物資について検査し、製品の格付
を行い、ＪＡＳマークを表示する仕組み
がある。

農地の権利を取得できる法人は、原則
として、法人形態要件、事業要件、構成
農地法第２条第７項 員要件及び業執行役員要件の４つの
要件を満たす農業生産法人に限られて
いる。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

d

Ｉ

−

−

措置の概要
（対応策）

金融実態に対応した利用者保護ルー
ル等の整備・徹底、市場機能の充実と
その信頼性の向上等の観点から、金
融・投資サービスに関する横断的法性
としての「投資サービス法（仮称）」につ
いて、金融審議会の「中間整理」を踏ま
え、早期の法制化に取り組む。

JAS制度では、林産物については、JAS規
格に定められている品質に関する基準に即
して認定製造業者又は登録格付機関 が製
品の検査とその結果に応じた格付を行い、
格付がなされたもののみ格付の表示（JAS
マークの貼付）が行われることとなる。このよ
うに、JAS規格による格付の際には、必ず製
品の検査と格付を行う仕組みとなっているた
め、JAS制度に関連性を持たない海外の公
的試験機関による一般的なデータが存在す
るとしても、これを個別の製品のデータとみ
なすことはできない。
他方、JAS制度においては、外国の製造業
者の便宜を図るため、JAS制度と同等の制
度が存在することが認められる国に登録外
国認定機関や登録外国格付機関を設けるこ
とが認められており、登録外国認定機関によ
り認定された認定外国製造業者や登録外国
格付機関は、外国においてJAS規格に照らし
て製品の検査と格付を行った上で、JASマー
クを貼付し、これを我が国に輸出することは
可能である。
なお、今国会において、改正JAS法が成立
しており（平成１８年３月１日施行）、これによ
り、登録外国認定機関等を設けるに当たり必
要とされてきた制度の同等性要件が廃止さ
れることから、今後は、同等の制度を持たな
い国においても、登録外国認定機関の設立
が可能となる。（利用実績がなかった登録外
国格付機関の制度については、３年間の経
過期間の後、廃止。）

農業生産法人については、その取
得される農地がきちんと農業の用に
供されることを確保する観点から、
その業務執行役員に対し一定程度
農業に従事すべきことを要件として
いるところである。
また、農業生産法人以外の法人に
も農地の賃借権又は使用貸借によ
る権利の取得を認める構造改革特
区制度が実施されており、間もなく
この特区制度が全国展開されること
となっている。この特区制度及びそ
の全国展開の措置による場合に
は、農業に常時従事する業務執行
役員を１人設置すれば要件を満た
すことが可能であり、これらの制度
を活用すればご提案の内容は実現
可能である。

その他

管理コード
（予定）

制度の
所管官庁

項目
（予定）

zA140017

金融庁 経済産
日本版金融サービス・市場法の制
業省 農林水産
定
省

zA140018

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

zA140019

農林水産省

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

要望
管理番
号

5095

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5095A001

1

要望主体名

損害保険労働組合連合会

要望
事項番
号

1

要望事項
（事項名）

日本版金融サービス・市場法の制
定

具体的
要望内容

保険業法をはじめとする業態別の現行
法体系については、金融商品販売法、
消費者契約法や独占禁止法等、業界
横断の関係法令との整合性も含め、今
日的な存在意義を踏まえて大きく見直
し、様々な留意点を十分にふまえ、（左
記要望理由に記載）金融サービスの市
場ルールに関する新しい枠組みである
「日本版金融サービス・市場法」の制定
に向けた検討を進めて頂きたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

販売ルートが多様化するなか、各業法
による業態別の各種規制の存在は、消
費者・業者双方にとってもわかりにくい
ものであるほか、事後チェック型行政へ
の転換が進むなかでの事前規制のあり
方については、今日的に見直す必要が
ある。社会的公正の担保とともに、消費
者利益の保護がより一層重要視されて
いるなか、複雑な金融商品を業態横断
的に捉えた市場取引ルールの整備が
急務であると考える。

自由化・規制緩和の進展に伴い、今や金融商品販売業者におい
ては、消費者の求める多種多様な商品の販売が可能となりつつ
ある。こうしたなか、重要事項説明等、金融商品取引に着目した
金融商品販売法が制定されたが、一部の商品・販売業者が対象
外であるなど、取引ルールとしては不十分な一方、既存の業法と
重畳的な面も否めない。
ついては、以下の観点を十分にふまえ、「日本版金融サービス・市
場法」の制定に向けた検討を進めて頂きたい。
①民間金融商品のみならず、郵貯・簡保、制度共済、金融類似商
品なども含めた幅広い商品・サービスを包含する業態横断的な取
引ルールとする。
②商品説明に必要な事項、不適切な勧誘、不公正な取引、広告
に関するルール等を個別具体的に明示し、消費者にとって理解し
やすい法制度とする。また、商品説明に必要な事項については、
金融取引の効率化をすすめるよう留意する。なお、民間だけでな
く、国・地方公共団体等も含めて勧誘方針の策定を義務付け、勧
誘の適正を欠くことのないよう備える。
③新たな取引ルールの構築に併せて、金融商品販売法や消費者
契約法・独占禁止法等、業界横断の関係法令との整合性も含め、
業法は経営の健全性確保等の観点から必要最小限な業界固有
の規制にとどめるなど、今日的な存在意義をふまえたうえで体系
自体を大きく見直し、決してダブルスタンダードとならないよう抜本
的に整理する。
④業態横断的な苦情・紛争解決のルールを整備・規定する。
⑤金融商品取引の一方の当事者である消費者・利用者への教
育・啓発も重要であるとの観点から、消費者教育にあたっては、業
界・企業による適切な情報提供等の拡充はもちろんのこと、学校
教育や情報ネットワークを通じ、幅広く金融取引に関わる基本
ルールを周知できるよう環境を整備する。
⑥金融改革プログラムの基本理念にある「活力ある金融システ
ム」を創造するため、現在の販売実態を十分にふまえた上で、「金
融産業で働く人の活力」に繋がるルールにする。また、英国にお
ける事例等をふまえ、「保険の特殊性」に留意し、拙速なルール統
合は行なわず、十分な検討を行なう。
⑦ルールの統合を検討するにあたっては、当局と自主規制団体
の役割・権限のあり方など、規制システムのあり方と併せて検討
を進めていく。

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

ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

3

農業生産のみならず消費者の口元まで 農業生産のみならず消費者の口元まで
の広い範囲を視野に入れた農業経営 の広い範囲を視野に入れた農業経営
が昨今必要になっており、特に、企業 が昨今必要になっており、特に、企業
経営のノウハウを農業生産に取り入れ 経営のノウハウを農業生産に取り入れ
現在の役員の過半は年間１５０日以上
ワイン（果実種）定義における熟成 ていきたい。そのために役員には広い ていきたい。そのために役員には広い
の農業従事が必要とされているが、こ
工程での貯蔵・熟成樽ﾁｯﾌﾟ、粉末、 分野の識見を有し、且つ、マーケティン 分野の識見を有し、且つ、マーケティン
の規定があるため経営感覚に優れた
グ等幅広い活動が必要で、農業生産法 グ等幅広い活動が必要で、農業生産法
抽出液使用の許可
人材を経営陣に迎えることが難しい。
人の役員要件を緩和すべきである。現 人の役員要件を緩和すべきである。現
在の役員の過半は年間１５０日以上の 在の役員の過半は年間１５０日以上の
農業従事が必要とされているが、月に 農業従事が必要とされているが、月に
１−２回の従事に緩和して欲しい。
１−２回の従事に緩和して欲しい。

日本ニュービジネス協議会連
合会

5123

5123A003

8/9

1

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合
会

ＪＩＳ・ＪＡＳ規格制度の見直し

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

農地の権利を取得できる法人は、原則
として、法人形態要件、事業要件、構成
農地法第２条第７項 員要件及び業執行役員要件の４つの
要件を満たす農業生産法人に限られて
いる。

植物防疫法（昭和２５
年法律第１５１号）第
６条及び第８条
植物防疫法施行規
則（昭和２５年農林省
令第７３号）第１４条、
第１５条、第１６条、
第１７条及び第１８条

農林水産省令で定める種苗について
は、植物防疫官は、輸入時の検査の結
果、検疫有害動植物があるかどうかを
判定するためなお必要があるときは、
農林水産省令及び隔離栽培運用基準
で定めるところにより、当該植物の所有
者に対して隔離栽培を命じてその栽培
地で検査を行い、又は自ら隔離栽培を
実施している。

措置の 措置の
分類
内容

d

ｃ

措置の概要
（対応策）

−

農業生産法人については、その取
得される農地がきちんと農業の用に
供されることを確保する観点から、
その構成員の過半が農業関係者で
あることを要件としているところであ
る。
また、現在、構造改革特別区域に
限って実施されている、農業生産法
人以外の法人にも農地の賃借権又
は使用貸借による権利の取得を認
める措置が全国展開されることと
なっており、この特区制度及びその
全国化の措置による場合には、法
人の構成員に係る要件は課されて
いない。したがって、これらの制度を
活用すればご提案の内容は実現可
能である。

−

輸入される果樹類の栽培用苗については、①その作物
が我が国の農業上重要な作物かどうか、②その作物にとっ
て重要な病気（ウイルスやウイロイドなどによる病気）がある
かどうか、③その病気を発見するために特殊な検査が必要
かどうかにより、隔離検疫の対象とする植物であるかどうか
を判断しており、それらの隔離検疫の対象となる果樹類の栽
培用苗が輸入された場合、輸入港や空港における検査後、
植物防疫官がなお検疫有害動植物の付着があるかどうか
について必要と認めた時、隔離栽培を命じているところであ
る。
果樹類の隔離検疫では、①果樹類は永年作物であること、
②諸外国で大きな被害を与えているプラムポックスウイルス
病、シトラスエキソコーティス病及びポニーピーチ病などの我
が国未発生ウイルス、ウイロイド及び細菌などの病気が多
数報告されていること、③輸入時点での肉眼検査を主体とし
た検査ではウイルス、ウイロイド及び細菌などの病気の発見
が困難であること、④万が一これらの重要病害の侵入を許し
た場合、甚大な被害を与えることが予想されるとともに根絶
が困難であることから、１年間（必要に応じて２年間）毎個ご
とに隔離栽培を実施し、隔離栽培期間中を通じて検定植物
を用いた検査、電子顕微鏡を用いた検査、生化学的手法を
用いた検査など特殊な検査を行い、病気に感染している植
物が国内で栽培されることがないよう万全の措置を講じてい
るところである。
さらに、これまでの隔離検疫の結果は、輸出国の政府機関
により発行された検査証明書を添付した植物であっても、我
が国未発生のウイルス病など数多くの検疫有害動植物が発
見されている実態にある。
また、諸外国では、果樹類の栽培用苗に関しては、原則輸
入禁止としており、輸入できる場合でも輸入許可制を採用
し、許可条件に隔離検疫を設けている。その際の隔離栽培
の期間は、輸出国などの病害虫の発生状況や輸入国の検
査技術などの状況により、１年から３年間以上としており、我
が国の隔離栽培期間は諸外国と比較して長期間とは考えら
れない。
以上のことから、輸出国政府機関が検疫有害動植物の付
着がないことを証明した果樹類の栽培用苗であっても、病害
虫の侵入のリスクがないとは言えないことから、我が国未発
生病害虫の侵入防止を図る観点から本提案を採用すること
は不適当である。

その他

管理コード
（予定）

zA140020

zA140021

制度の
所管官庁

農林水産省

農林水産省

項目
（予定）

農業生産法人の構成員要件の緩和

海外導入果樹の隔離栽培の条件付き
での撤廃

要望
管理番
号

5123

5123

要望
要望事項 事項
管理番号 補助
番号

5123A004

5123A005

9/9

1

1

要望主体名

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合
会

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合
会

要望
事項番
号

4

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

農業生産法人の構成員要件の緩和

農業生産のみならず消費者の口元までの
広い範囲を視野に入れた農業経営が昨今
必要になっており、特に、企業経営のノ
ウハウを農業生産に取り入れていきた
い。現在、議決権の過半は農業関連者が
必要とされているが、農業経営をより発
展させるため豊富な経営経験と知識を
もった人材が出資できるよう農業生産法
人の構成員要件を緩和すべきである。

農業生産のみならず消費者の口元までの
広い範囲を視野に入れた農業経営が昨今
必要になっており、特に、企業経営のノ
ウハウを農業生産に取り入れていきた
い。現在、議決権の過半は農業関連者が
必要とされているが、農業経営をより発
展させるため豊富な経営経験と知識を
もった人材が出資できるよう農業生産法
人の構成員要件を緩和すべきである。

現在の構成員（出資者）の過半は農業関
連者が必要とされているが、この規定が
あるため経営感覚に優れた出資者を結集
することが難しい。

海外導入果樹の隔離栽培の条件付き
での撤廃

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法
施行規則第１５条にて１年間の日本国内
での隔離栽培試験が義務付けられてい
る。貿易障壁が撤廃されている現実に照
らして、防御すべき病害、虫類、微生物
の無いことの証明書、及び何時、どんな
手段で防御が成されたかの防御実績表を
添付することによって上記条項の適用除
外を提案する。同条による隔離栽培の期
間は長く、ビジネスチャンス逸失につな
がっており、同条の適用除外により農業
振興の一助となる。

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法
施行規則第１５条にて１年間の日本国内
での隔離栽培試験が義務付けられてい
る。貿易障壁が撤廃されている現実に照
らして、防御すべき病害、虫類、微生物
の無いことの証明書、及び何時、どんな
手段で防御が成されたかの防御実績表を
添付することによって上記条項の適用除
外を提案する。同条による隔離栽培の期
間は長く、ビジネスチャンス逸失につな
がっており、同条の適用除外により農業
振興の一助となる。

海外導入果樹の導入に際し、植物検疫法
施行規則第１５条にて１年間の日本国内
での隔離栽培試験が義務付けられている
ため農業生産におけるビジネスチャンス
逸失につながっている。

その他
（特記事項）

