全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

zA130001

厚生労働省
融庁

金

zA130001

厚生労働省
融庁

金

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

営業職員による運用管理業務（運用の
確定拠出年金運営管理業務にか
確定拠出年金運営
方法に係る情報提供）と運用商品の販
かる金融商品営業担当者による兼 管理機関に関する命 売等の事務の兼務は認められていな
令
務禁止の緩和
い。

c

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と運用商
品の販売等の事務の兼務については、
運営管理業務の中立性確保の必要性
の観点から、認めることはできない。

確定拠出年金制度における営業職 確定拠出年金運営 営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
員による運用関連業務の兼務禁止 管理機関に関する命 売等の事務の兼務は認められていな
令
の撤廃
い。

c

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と運用商
品の販売等の事務の兼務については、
運営管理業務の中立性確保の必要性
の観点から、認めることはできない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

zA130001

確定拠出年金運営管理業務にか
厚生労働省 金
かる金融商品営業担当者による兼
融庁
務禁止の緩和

5032

5032A020

1

2

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

zA130001

厚生労働省
融庁

確定拠出年金制度における営業職
員による運用関連業務の兼務禁止
の撤廃

5040

5040A018

1

2

社団法人全国信用組合中央
協会

金

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

20

金融機関の金融商品営業担当者につい
て、確定拠出年金運営管理業務のうち
確定拠出年金運営管理業務にかかる金
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同 の運用関連業務の兼務禁止を緩和す
融商品営業担当者による兼務禁止の緩
様
る。兼務禁止の緩和に際しては、営業担
和
当者が加入者に対して中立的な立場で
運用関連業務を行うことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う金融機関
の体制整備において、本兼務禁止措置
継続
の緩和は、確定拠出年金の普及に資す
るものと考えられる。

18

営業職員による運用管理業務（運用の
確定拠出年金制度における営業職員に
方法に係る情報提供）と運用商品の販
よる運用関連業務の兼務禁止の撤廃
売等の事務の兼務禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼務が禁止されているた
め、加入者の利益が阻害されている。
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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）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の年金資産の中途
引出し要件の緩和

確定拠出年金の経済的困窮時にお
ける年金資産取り崩しの容認

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の年金資産の中途
引出し要件の緩和

確定拠出年金の経済的困窮時にお
ける年金資産取り崩しの容認

要望
管理番号

5032

5046

要望事項
管理番号

5032A021

5046A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

21

確定拠出年金は、国民が公的年金に上
乗せして自己の老後生活資金を確保す
るため税制優遇措置を付して設けられて
いる制度であるため、受給は原則６０歳
以降とされており、中途引出しは、諸条
件を満たしたうえで脱退一時金を受け取
る以外にはできない。 しかし、現実に
は、長期に渡る加入期間中に不測の事
態が生じても中途引出しができないこと
に不安感を抱き、加入希望者であっても
加入を躊躇するケースが考えられる。
さらに、特に企業型年金の場合は、企業
現状の脱退一時金制度のほか、加入者
の退職給付制度の一つであるにもかか
が一定の課税条件（ペナルティ課税）を
確定拠出年金の年金資産の中途引出し （確定拠出年金法の規制の緩和）右記同
わらず、６０歳前に退職した場合は原則
負うことにより、任意で確定拠出年金の
継続
要件の緩和
様
６０歳に到達するまで受給を待たなけれ
資産の中途引出しを行うことを可能とす
ばならない。 今般、年金資産が５０万円
る。
までであれば受け取れるようにする等の
脱退一時金の緩和措置が図られたとこ
ろだが、この脱退一時金制度とは別に、
金額や時期にかかわらず、加入者の任
意で中途引出しができるように制度を緩
和すれば、女性や若年層を含むより多く
の国民が安心して確定拠出年金に加入
するようになり、国民の老後生活に対す
る不安感の軽減につながるものと考えら
れる。また、企業型年金は、企業の退職
給付制度としての性格をより強めること
ができ、普及促進ができる。

11

経済的困窮時においては、米国の401k
制度の様に、①税のペナルティを課した
確定拠出年金の経済的困窮時における
上での年金資産の取り崩し、②年金資
年金資産取り崩しの容認
産を担保としたローン制度を認めるよう
にしていただきたい。
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確定拠出年金の制度普及が図られる。
少子高齢化の進展、高齢期の生活の多
様化等の社会経済情勢の変化にかんが
み、国民の高齢期における所得の確保
に係る自主的な努力を支援し、国民の生
活の安定と福祉の向上に寄与する効果
がある。

確定拠出年金では６０歳までは高度障害
時を除き理由の如何を問わず、年金資
産の取り崩しが認められていない。
困窮時の年金資産取り崩しニーズは高
く、このままでは確定拠出年金普及を阻
害する。

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）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金における中途引出し
要件の緩和

確定拠出年金法 災害時等の一時
金引き出しの追加

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金における中途引出し
要件の緩和

確定拠出年金法 災害時等の一時
金引き出しの追加

要望
管理番号

5053

5071

要望事項
管理番号

5053A051

5071A025

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

社団法人信託協会

要望
事項番号

51

25

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）

①脱退一時金を受給できる要件を緩和
すべきである（死亡・高度障害以外の事
由、例えば確定給付企業年金法施行規
則第30条と同様な一時金選択が可能な
特別条件の一部の容認、及び少額の脱
確定拠出年金における中途引出し要件
退一時金の拡充を図る）。
の緩和
②60歳未満の加入者で、経済的困窮時
には、個人別管理資産を取り崩すことを
可能とするか、あるいは、個人別管理資
産を担保とした融資を受けられるように
すべきである。

①ａ）60歳到達前に退社して、海外に居
住する者や、確定拠出年金制度がなく他
の企業年金制度がある他社に転職する
者などの場合、ｂ）震災、風水害、火災そ
の他これらに類する災害により、住宅、
家財又はその他の財産について著しい
損害を受けたなど特別な事情を考慮す
べき場合、 ｃ）比較的短い期間の加入員
が50万円超の年金資産を持ったまま退
職して専業主婦となる場合、
いずれの場合も現行制度では、60歳に
達するまで個人型年金の運用指図者と
ならざるを得ないことから、資産が目減り
するリスクを回避しにくいという問題に対
処する必要がある。
②加入員の想定を超えたリスクが発生し
た場合、個人別管理資産を活用すること
で対処可能となる。
現行の要件は制度普及の阻害要因の
一つになっており、利便性の向上により
制度普及にも資することになる。

①脱退一時金を受給できる要件は、通
算拠出期間が３年以下の場合または資
産額が50万円以下で制度上掛金を納め
られない場合となっている。
②60歳未満の加入者で給付を受けられ
るのは、高度障害（障害給付金）、死亡
（死亡一時金）の要件を満たした場合に
限られている。

・６０歳未満での一時金の引出しは、障
害になった場合の給付、死亡一時金を
除くと、脱退一時金しか認められていな
確定拠出年金法 災害時等の一時金引
い。
き出しの追加
・災害時等においては引出しを可能とす
る措置を設けていただきたい。

・確定拠出年金は、厚生年金基金、適格
退職年金等の従来の企業年金と異な
り、各人毎の保有資産・残高管理されて
おり、随時これを知ることが出来る。その
ため、各人は自身の資産との意識が高
く、災害時等においてはその引出しを希
望する可能性が高いと考える。
・また、こうした解約の道を作ることは、
個人型、企業型ともに、制度の普及にも
資するものと考えられる。
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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）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確
定拠出年金の年 確定拠出年金における老齢給付金
金資金の中途引 の給付や開始年齢の弾力化、中途
き出し要件の緩 引出し要件の緩和
和）

厚生労働省（確 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
定拠出年金の
出年金の年金資産の中途引出し要
マッチング拠出
件の緩和）
の容認）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130002

zA130002

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確
定拠出年金の年 確定拠出年金における老齢給付金
金資金の中途引 の給付や開始年齢の弾力化、中途
き出し要件の緩 引出し要件の緩和
和）

厚生労働省（確 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
定拠出年金の
出年金の年金資産の中途引出し要
マッチング拠出
件の緩和）
の容認）

要望
管理番号

5079

5095

要望事項
管理番号

5079A006

5095A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

2

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

6

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

６０歳未満の加入者で給付を受けられる
確定拠出年金における老齢給付金の給 のは、高度障害（障害給付金）、死亡（死
付や開始年齢の弾力化、中途引出し要 亡一時金）の要件に限られているため、
件の緩和
老齢給付金の給付や開始年齢の弾力的
な措置を可能とすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

（１）６０歳まで中途解約が出来ないこと
等の理由から確定拠出年金の導入を躊
躇、または慎重にならざるを得ず、確定
拠出年金市場の裾野がいつまで経って
も広がらない恐れがある。確定拠出年金
があくまでも自助努力による老後の生活
保証の為の年金であることに留意し、給
付や開始年齢を弾力的に設定することを
可能にするなど、より使いやすい制度と
していくことが必要である。
（２）比較的短い期間の加入者が５０万円
超の年金資産を持ったまま退職し、第３
号被保険者となる者や、転職先で企業
型確定拠出年金がなく個人型に移行す
る者は、現行制度では６０歳に達するま
では、個人型運用指図者とならざるをえ
ず、足元の低金利の運用環境では手数
料や口座管理料を勘案すると資産の目
減りのリスクに晒されており、救済措置
が必要と考える。

新たな企業年金制度として導入された確
確定拠出年金の制度普及が図られる。 定拠出型年金制度については、当該導
確定拠出年金制度について、以下の制 従業員の自助努力による老後資金形成 入企業退職時のポータビリティが不十分
度拡充を検討して頂きたい。
の促進に寄与する。少子高齢化の進
であるほか、年金資産の中途引き出しが
確定拠出年金の制度拡充（確定拠出年
②一定の要件を満たす場合は、別途課 展、高齢期の生活の多様化等の社会経 ６０歳までは高度障害時を除き不可とさ
金の年金資産の中途引出し要件の緩
税等の対処を講じたうえで年金資産の取 済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 れているなど、老後の生活保障の確保
和）
り崩しを認める
期における所得の確保に係る自主的な の手段として、また資産形成の手段の一
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 つとしては、不十分な点が多く存在する。
の向上に寄与する効果がある。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、
検討を進めていただきたい。
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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）

管理コード

zA130002

zA130003

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金制度における支給要
件の緩和

企業型年金におけるマッチング拠
出の解禁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の
みが認められている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。

マッチング拠出の導入については、確
定拠出年金のみならず、企業年金の拠
ⅠⅡⅢ 出の在り方そのものを問う問題であり、
次期制度改正時に検討すべき事項で
ある。

米国において認められていることや、財
形年金制度からの移行を進める観点、
また自助努力による年金制度の拡充を
促進する観点が重要である。高齢化が
進展するなかで老後の生活資金の確
保は重要性を増しており、早急に、積極
的な検討をお願いしたい。今後の具体
的な検討スケジュールを示されたい。

Ⅰ
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的な改正の時期は今後の
検討等によるので、現時点で確定する
ことは困難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

次期制度改正時期については、確定拠
出年金法附則において、施行（平成13
年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加
ⅠⅡⅢ え、必要な措置を講ずる旨の検討規定
が置かれているが、具体的な改正の時
期は今後の検討等によるので、現時点
で確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

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

zA130002

厚生労働省

確定拠出年金制度における支給要
件の緩和

5097

5097A013

1

1

生命保険協会

13

企業型における退職時の脱退一時金に
確定拠出年金制度における支給要件の ついて、年齢到達要件および資産額の
緩和
多寡にかかわらず支給可能とすべく、支
給要件を緩和する。

・昨今の雇用の流動化を背景に退職時
の資金ニーズは今後より一層高まること
が予想され、特に退職金規定からの全
面移行ニーズの強い中小企業等への更
なる制度普及を促進するためにも、支給
要件の緩和は非常に有効である。
・企業年金制度は一般的に退職金制度
からの移行となっているのが現状であ
り、厚生年金基金、確定給付企業年金
等の企業年金制度では中途脱退に伴う
給付が認められている。これらの制度と
の整合性の欠如から、円滑な制度間移
行および制度普及の障害となっている。

zA130003

厚生労働省

企業型年金におけるマッチング拠
出の解禁

5040

5040A019

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

19

企業型年金の掛け金拠出において、加
企業型年金におけるマッチング拠出の解
入者の自己負担による追加拠出（マッチ
禁
ング拠出）ができるようにすること。

企業型年金の掛け金拠出は、事業主が
行うこととされており、加入者の自己負
担による追加拠出（マッチング拠出）がで
きない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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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）

管理コード

zA130003

zA130003

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の企業型における拠
出限度額の枠内での個人による上
乗せ拠出の容認

企業型確定拠出年金における掛金
の本人拠出の容認

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の
みが認められている。

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の
みが認められている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

その他

当室からの
再検討要請

マッチング拠出の導入については、確
定拠出年金のみならず、企業年金の拠
ⅠⅡⅢ 出の在り方そのものを問う問題であり、
次期制度改正時に検討すべき事項で
ある。

米国において認められていることや、財
形年金制度からの移行を進める観点、
また自助努力による年金制度の拡充を
促進する観点が重要である。高齢化が
進展するなかで老後の生活資金の確
保は重要性を増しており、早急に、積極
的な検討をお願いしたい。今後の具体
的な検討スケジュールを示されたい。

マッチング拠出の導入については、確
定拠出年金のみならず、企業年金の拠
ⅠⅡⅢ 出の在り方そのものを問う問題であり、
次期制度改正時に検討すべき事項で
ある。

米国において認められていることや、財
形年金制度からの移行を進める観点、
また自助努力による年金制度の拡充を
促進する観点が重要である。高齢化が
進展するなかで老後の生活資金の確
保は重要性を増しており、早急に、積極
的な検討をお願いしたい。今後の具体
的な検討スケジュールを示されたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

次期制度改正時期については、確定拠
出年金法附則において、施行（平成13
年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加
ⅠⅡⅢ え、必要な措置を講ずる旨の検討規定
が置かれているが、具体的な改正の時
期は今後の検討等によるので、現時点
で確定することは困難である。

次期制度改正時期については、確定拠
出年金法附則において、施行（平成13
年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加
ⅠⅡⅢ え、必要な措置を講ずる旨の検討規定
が置かれているが、具体的な改正の時
期は今後の検討等によるので、現時点
で確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130003

zA130003

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の企業型における拠
出限度額の枠内での個人による上
乗せ拠出の容認

企業型確定拠出年金における掛金
の本人拠出の容認

要望
管理番号

5046

5053

要望事項
管理番号

5046A010

5053A054

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

要望
事項番号

10

54

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）

（理由）
・拠出限度額の枠内で、個人による自助
努力を認めることによって確定拠出年金
制度の普及を促進する。米国の確定拠
確定拠出年金の制度普及が図られる。 出年金では個人による上乗せ拠出が認
従業員の自助努力による老後資金形成 められている。
の促進に寄与する。少子高齢化の進
・現状、中小企業を中心として、企業型
確定拠出年金の企業型における拠出限 （要望）拠出限度額の枠内で企業型に対
展、高齢期の生活の多様化等の社会経 の拠出額は拠出限度額の一部に止まっ
度額の枠内での個人による上乗せ拠出 する個人の上乗せ拠出を認めていただ
済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 ており、勤労者の老後の資産形成ニー
の容認
きたい。
期における所得の確保に係る自主的な ズを満たすためには、拠出限度額の枠
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 内での自助努力による個人の上乗せ拠
の向上に寄与する効果がある。
出が必要なため。
（現状）
企業型の場合、企業による拠出しか認
められておらず、個人が上乗せ拠出でき
ない。

企業型確定拠出年金について、事業
企業型確定拠出年金における掛金の本
主の拠出に加えて本人拠出が可能とな
人拠出の容認
るようにすべきである。
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確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助
努力、自己責任の意識醸成を支援する
ためには、本人拠出ができる仕組みが
企業型確定拠出年金については、事
必要である。また、財形年金制度からの
業主からの拠出しか認められず、本人拠
移行を進める観点からも本人拠出が求
出ができない。
められる。本人拠出を認めることにより、
利便性が向上し、制度の普及にも資する
ことになる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130003

zA130003

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金（企業型）における加
入者掛金拠出（マッチング拠出）の
容認

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出金のマッチング拠出の容認）
の容認）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の
みが認められている。

企業型年金においては事業主拠出の
み、個人型年金においては個人拠出の
みが認められている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

その他

当室からの
再検討要請

マッチング拠出の導入については、確
定拠出年金のみならず、企業年金の拠
ⅠⅡⅢ 出の在り方そのものを問う問題であり、
次期制度改正時に検討すべき事項で
ある。

米国において認められていることや、財
形年金制度からの移行を進める観点、
また自助努力による年金制度の拡充を
促進する観点が重要である。高齢化が
進展するなかで老後の生活資金の確
保は重要性を増しており、早急に、積極
的な検討をお願いしたい。今後の具体
的な検討スケジュールを示されたい。

マッチング拠出の導入については、確
定拠出年金のみならず、企業年金の拠
ⅠⅡⅢ 出の在り方そのものを問う問題であり、
次期制度改正時に検討すべき事項で
ある。

米国において認められていることや、財
形年金制度からの移行を進める観点、
また自助努力による年金制度の拡充を
促進する観点が重要である。高齢化が
進展するなかで老後の生活資金の確
保は重要性を増しており、早急に、積極
的な検討をお願いしたい。今後の具体
的な検討スケジュールを示されたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

次期制度改正時期については、確定拠
出年金法附則において、施行（平成13
年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加
ⅠⅡⅢ え、必要な措置を講ずる旨の検討規定
が置かれているが、具体的な改正の時
期は今後の検討等によるので、現時点
で確定することは困難である。

次期制度改正時期については、確定拠
出年金法附則において、施行（平成13
年10月）後5年を経過した場合におい
て、必要があると認めるときは検討を加
ⅠⅡⅢ え、必要な措置を講ずる旨の検討規定
が置かれているが、具体的な改正の時
期は今後の検討等によるので、現時点
で確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130003

zA130003

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金（企業型）における加
入者掛金拠出（マッチング拠出）の
容認

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出金のマッチング拠出の容認）
の容認）

要望
管理番号

5079

5095

要望事項
管理番号

5079A008

5095A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

3

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

8

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

企業型制度においても、拠出限度額の
確定拠出年金（企業型）における加入者 範囲内であれば、事業主の拠出に加え
掛金拠出（マッチング拠出）の容認
て加入者掛金拠出（マッチング拠出）も
可能とする措置を講ずるべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

（１）「高齢期における所得の確保に係る
自主的な努力を支援」するという確定拠
出年金法の趣旨を踏まえ、すべての加
入社について個々のニーズにあった資
産運用を可能とする仕組みが不可欠で
ある。
（２）企業年金の設計という観点からは、
退職金や確定給付企業年金等からの移
行だけでなく、財形年金との親和性や移
行も視野にいれるとマッチングは不可欠
であるといえる。

新たな企業年金制度として導入された確
確定拠出年金の制度普及が図られる。 定拠出型年金制度については、当該導
確定拠出年金制度について、以下の制 従業員の自助努力による老後資金形成 入企業退職時のポータビリティが不十分
度拡充を検討して頂きたい。
の促進に寄与する。少子高齢化の進
であるほか、年金資産の中途引き出しが
確定拠出年金の制度拡充（確定拠出金 ③企業拠出に対する個人の上乗せ拠出 展、高齢期の生活の多様化等の社会経 ６０歳までは高度障害時を除き不可とさ
のマッチング拠出の容認）
を認める
済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 れているなど、老後の生活保障の確保
期における所得の確保に係る自主的な の手段として、また資産形成の手段の一
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 つとしては、不十分な点が多く存在する。
の向上に寄与する効果がある。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、
検討を進めていただきたい。
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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）

管理コード

zA130004

zA130004

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

確定拠出年金の拠出限度額は、平成１
６年１０月より以下のとおり引き上げら
れたところ。
（企業型）
他の企業年金がない場合
確定拠出年金法施
３．６万円 → ４．６万円
行令
他の企業年金がある場合
１．８万円 → ２．３万円
（個人型）
企業年金がない場合
１．５万円 → １．８万円

厚生労働省

確定拠出年金の拠出限度額引上
げ

厚生労働省

確定拠出年金の拠出限度額は、平成１
６年１０月より以下のとおり引き上げら
れたところ。
（企業型）
確定拠出年金における掛金の拠出 確定拠出年金法施 他の企業年金がない場合
３．６万円 → ４．６万円
行令
限度額の引上げ
他の企業年金がある場合
１．８万円 → ２．３万円
（個人型）
企業年金がない場合
１．５万円 → １．８万円

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

その他

当室からの
再検討要請

Ⅱ

確定拠出年金の拠出限度額について
は、年金制度改正における公的年金の
給付水準の見直し等を踏まえ、平成１６
年１０月より引き上げられており、施行
後の活用状況を見守る必要がある。現
段階において更なる引上げはできな
い。

施行後の活用状況を見守る必要があ
るとの回答であるが、改正に伴う引上
げ額自体が老後の安定した生活を保
障するには不十分である。老後の生活
保障の確保を支援するためには、早期
に拠出限度額を大幅に引き上げるべき
である。

Ⅱ

確定拠出年金の拠出限度額について
は、年金制度改正における公的年金の
給付水準の見直し等を踏まえ、平成１６
年１０月より引き上げられており、施行
後の活用状況を見守る必要がある。現
段階において更なる引上げはできな
い。

施行後の活用状況を見守る必要があ
るとの回答であるが、改正に伴う引上
げ額自体が老後の安定した生活を保
障するには不十分である。老後の生活
保障の確保を支援するためには、早期
に拠出限度額を大幅に引き上げるべき
である。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

平成16年10月の引上げは、年金制度
改正における公的年金の給付水準の
見直し等を踏まえたものである。引上げ
後間もないこともあり、現段階において
は、引上げ後の限度額の活用状況等を
見守る必要がある。

Ⅱ

平成16年10月の引上げは、年金制度
改正における公的年金の給付水準の
見直し等を踏まえたものである。引上げ
後間もないこともあり、現段階において
は、引上げ後の限度額の活用状況等を
見守る必要がある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

zA130004

厚生労働省

zA130004

厚生労働省

項目

確定拠出年金の拠出限度額引上
げ

確定拠出年金における掛金の拠出
限度額の引上げ

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5040

5040A020

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

20

5053

5053A053

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

(社）日本経済団体連合会

53

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

既存の退職給付制度からの移行や加入
者の自主的な努力を支援するためにも、
拠出限度額の引き上げを行うこと。

既存の退職給付制度からの移行や加入
者の自主的な努力を支援するため。

確定拠出年金における掛金の拠出限度 拠出限度額を大幅に引き上げるべきで
額の引上げ
ある。

確定拠出年金における掛金の拠出限
度額は、2004年改正により厚生年金基
金の上乗せ部分の望ましい給付水準を
掛金ベースに置き換えた金額に引き上
げられたが、老後の安定した生活を保障
するには十分ではなく、また、退職一時
金制度からの移行を促進する観点から
も十分ではない。自助努力、自己責任に
よる老後の生活保障の確保を支援する
ためには、拠出限度額を大幅に引き上
げるべきである。利便性の向上、退職金
の代替により制度普及に資することにな
る。

確定拠出年金の拠出限度額引上げ

16/216

その他
（特記事項）

企業型確定拠出年金については、①
企業年金に加入していない場合、月額４
万６千円②企業年金に加入している場
合、月額２万３千円であり、個人型確定
拠出年金については、①自営業者の場
合、月額６万８千円②企業年金、企業型
確定拠出年金のない企業の従業員の場
合、月額１万８千円となっている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130004

zA130004

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定拠出年金の拠出限度額は、平成１
６年１０月より以下のとおり引き上げら
れたところ。
（企業型）
確定拠出年金における掛金の拠出 確定拠出年金法施 他の企業年金がない場合
３．６万円 → ４．６万円
行令
可能限度額の引上げ
他の企業年金がある場合
１．８万円 → ２．３万円
（個人型）
企業年金がない場合
１．５万円 → １．８万円

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出金の拠出限度額の引上げ）
の容認）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定拠出年金の拠出限度額は、平成１
６年１０月より以下のとおり引き上げら
れたところ。
（企業型）
他の企業年金がない場合
確定拠出年金法施
３．６万円 → ４．６万円
行令
他の企業年金がある場合
１．８万円 → ２．３万円
（個人型）
企業年金がない場合
１．５万円 → １．８万円

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

その他

当室からの
再検討要請

Ⅱ

確定拠出年金の拠出限度額について
は、年金制度改正における公的年金の
給付水準の見直し等を踏まえ、平成１６
年１０月より引き上げられており、施行
後の活用状況を見守る必要がある。現
段階において更なる引上げはできな
い。

施行後の活用状況を見守る必要があ
るとの回答であるが、改正に伴う引上
げ額自体が老後の安定した生活を保
障するには不十分である。老後の生活
保障の確保を支援するためには、早期
に拠出限度額を大幅に引き上げるべき
である。

Ⅱ

確定拠出年金の拠出限度額について
は、年金制度改正における公的年金の
給付水準の見直し等を踏まえ、平成１６
年１０月より引き上げられており、施行
後の活用状況を見守る必要がある。現
段階において更なる引上げはできな
い。

施行後の活用状況を見守る必要があ
るとの回答であるが、改正に伴う引上
げ額自体が老後の安定した生活を保
障するには不十分である。老後の生活
保障の確保を支援するためには、早期
に拠出限度額を大幅に引き上げるべき
である。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

平成16年10月の引上げは、年金制度
改正における公的年金の給付水準の
見直し等を踏まえたものである。引上げ
後間もないこともあり、現段階において
は、引上げ後の限度額の活用状況等を
見守る必要がある。

Ⅱ

平成16年10月の引上げは、年金制度
改正における公的年金の給付水準の
見直し等を踏まえたものである。引上げ
後間もないこともあり、現段階において
は、引上げ後の限度額の活用状況等を
見守る必要がある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130004

zA130004

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金における掛金の拠出
可能限度額の引上げ

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出金の拠出限度額の引上げ）
の容認）

要望
管理番号

5079

5095

要望事項
管理番号

5079A007

5095A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

4

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

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

1

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

7

労使合意に基づき決定された掛金全額
を拠出できるよう、拠出限度額の制限を
確定拠出年金における掛金の拠出可能 撤廃（又は大幅引上げ）すべきである。ま
限度額の引上げ
た、企業型制度において、他の企業年金
制度の有無にかかわらず、拠出限度額
は同額とすべきである。

8

新たな企業年金制度として導入された確
確定拠出年金の制度普及が図られる。 定拠出型年金制度については、当該導
従業員の自助努力による老後資金形成 入企業退職時のポータビリティが不十分
確定拠出年金制度について、以下の制 の促進に寄与する。少子高齢化の進
であるほか、年金資産の中途引き出しが
確定拠出年金の制度拡充（確定拠出金 度拡充を検討して頂きたい。
展、高齢期の生活の多様化等の社会経 ６０歳までは高度障害時を除き不可とさ
の拠出限度額の引上げ）
④拠出限度額のさらなる引き上げをはか 済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 れているなど、老後の生活保障の確保
る
期における所得の確保に係る自主的な の手段として、また資産形成の手段の一
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 つとしては、不十分な点が多く存在する。
の向上に寄与する効果がある。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、
検討を進めていただきたい。

18/216

企業型制度の場合、拠出可能限度額が
依然として低水準であり、退職一時金制
度からの移行についても、企業が自由に
制度設計を行える状況となっていない。

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）

管理コード

zA130004

zA130005

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

確定拠出年金の拠出限度額は、平成１
６年１０月より以下のとおり引き上げら
れたところ。
（企業型）
確定拠出年金の拠出限度額の更な 確定拠出年金法施 他の企業年金がない場合
３．６万円 → ４．６万円
行令
る拡大
他の企業年金がある場合
１．８万円 → ２．３万円
（個人型）
企業年金がない場合
１．５万円 → １．８万円

厚生労働省

第３号被保険者や公務員は確定拠出
年金に加入できない。
企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな
らない。

確定拠出年金の加入対象者の拡
大（第３号被保険者、公務員）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定拠出年金法

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

ⅠⅡⅢ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金の拠出限度額について
は、年金制度改正における公的年金の
給付水準の見直し等を踏まえ、平成１６
年１０月より引き上げられており、施行
後の活用状況を見守る必要がある。現
段階において更なる引上げはできな
い。
個人型第２号加入者の引上げ額は、厚
生年金基金の上乗せ部分の掛金額の
実態を踏まえて設定したものであり、妥
当だと考えている。

施行後の活用状況を見守る必要があ
るとの回答であるが、改正に伴う引上
げ額自体が老後の安定した生活を保
障するには不十分である。老後の生活
保障の確保を支援するためには、早期
に拠出限度額を大幅に引き上げるべき
である。
特に個人型（2号）は180,000円から
216,000円へ拡大したに過ぎない。少な
くとも企業型（企年無）と同額になるよう
限度額の拡大を検討願いたい。限度額
引き上げが個人の自助努力を促し、制
度の普及を促進するものと考える。

確定拠出年金の加入対象者の拡大に
ついては、公的年金制度における位置
づけ等を踏まえて中長期的に検討すべ
き事項。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員に
も制度加入を認めることによって、確定
拠出年金制度のポータビリティを確保
することが、制度の普及につながること
から、引き続き検討いただきたい。今後
の具体的な検討スケジュールを示され
たい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

平成16年10月の引上げは、年金制度
改正における公的年金の給付水準の
見直し等を踏まえたものである。引上げ
後間もないこともあり、現段階において
は、引上げ後の限度額の活用状況等を
見守る必要がある。

第3号被保険者や公務員については、
確定拠出年金においてのみならず、公
的年金制度における位置付けや共済
制度の在り方等も踏まえて検討すべき
ⅠⅡⅢ
事項であるが、具体的な改正の時期は
今後の検討等によるので、現時点で確
定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130004

zA130005

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の拠出限度額の更な
る拡大

確定拠出年金の加入対象者の拡
大（第３号被保険者、公務員）

要望
管理番号

5046

5046

要望事項
管理番号

5046A012

5046A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

12

確定拠出年金の拠出限度額を更に拡大
していただきたい。特に、個人型の第２
確定拠出年金の拠出限度額の更なる拡
号被保険者について、少なくとも企業型
大
（企年無）と同額となるよう限度額の拡大
を認めていただきたい。

確定拠出年金の制度普及が図られる。
少子高齢化の進展、高齢期の生活の多
様化等の社会経済情勢の変化にかんが
み、国民の高齢期における所得の確保
に係る自主的な努力を支援し、国民の生
活の安定と福祉の向上に寄与する効果
がある。

（理由）
2004年10月より拠出限度額が拡大した
が、例えば個人型(2号）は180,000円から
216,000円へ拡大したに過ぎない。少なく
とも企業型(企年無）と同額となるよう限
度額の拡大によって確定拠出年金制度
の普及を促進する。
（現状）
現行の年間拠出限度額は以下のとお
り。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号） 816,000円
個人型（２号） 216,000円

9

確定拠出年金の制度普及が図られる。
専業主婦、公務員個人の自助努力によ
る老後資金形成の促進に寄与する。少
確定拠出年金制度において、個人型年 子高齢化の進展、高齢期の生活の多様
確定拠出年金の加入対象者の拡大（第
金への専業主婦、公務員の加入を認め 化等の社会経済情勢の変化にかんが
３号被保険者、公務員）
ていただきたい。
み、国民の高齢期における所得の確保
に係る自主的な努力を支援し、国民の生
活の安定と福祉の向上に寄与する効果
がある。

確定拠出年金制度に加入できないもの
が存在することにより、確定拠出年金の
ポータビリティーが確保されず、十分なも
のとならない。
（現状）
確定拠出年金において、個人型への専
業主婦（第3号被保険者）、公務員の加
入が認められていない。
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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）

管理コード

zA130005

zA130005

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金の加入対象者の拡
大

厚生労働省（確
定拠出年金の拠 確定拠出年金の制度拡充(確定拠
出限度額の引き 出年金の加入対象者の拡大）
上げ）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

第３号被保険者や公務員は確定拠出
年金に加入できない。
企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな
らない。

第３号被保険者や公務員は確定拠出
年金に加入できない。
企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな
らない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

ⅠⅡⅢ

ⅠⅡⅢ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金の加入対象者の拡大に
ついては、公的年金制度における位置
づけ等を踏まえて中長期的に検討すべ
き事項。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員に
も制度加入を認めることによって、確定
拠出年金制度のポータビリティを確保
することが、制度の普及につながること
から、引き続き検討いただきたい。今後
の具体的な検討スケジュールを示され
たい。

確定拠出年金の加入対象者の拡大に
ついては、公的年金制度における位置
づけ等を踏まえて中長期的に検討すべ
き事項。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員に
も制度加入を認めることによって、確定
拠出年金制度のポータビリティを確保
することが、制度の普及につながること
から、引き続き検討いただきたい。今後
の具体的な検討スケジュールを示され
たい。
なお、要望者によれば、既に確定拠出
年金を導入した企業の組合員からは、
本件についての要望が強く出されてい
る。雇用形態の急速に変化してきてい
る中、本件に対するニーズも急速に高
まってきているとの認識である。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

第3号被保険者や公務員については、
確定拠出年金においてのみならず、公
的年金制度における位置付けや共済
制度の在り方等も踏まえて検討すべき
ⅠⅡⅢ
事項であるが、具体的な改正の時期は
今後の検討等によるので、現時点で確
定することは困難である。

第3号被保険者や公務員については、
確定拠出年金においてのみならず、公
的年金制度における位置付けや共済
制度の在り方等も踏まえて検討すべき
ⅠⅡⅢ
事項であるが、具体的な改正の時期は
今後の検討等によるので、現時点で確
定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

zA130005

厚生労働省

zA130005

項目

確定拠出年金の加入対象者の拡
大

厚生労働省（確
定拠出年金の拠 確定拠出年金の制度拡充(確定拠
出限度額の引き 出年金の加入対象者の拡大）
上げ）

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

5053

5053A052

1

1

5095

5095A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

要望主体名

(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

52

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

確定拠出年金のポータビリティを拡充
し、専業主婦の加入を認めることで、制
確定拠出年金では、専業主婦の加入
度普及が図られ、個々人の自助努力に が認められていない。
よる老後資金の形成に寄与する。

確定拠出年金の加入対象者の拡大

確定拠出年金において、個人型への
専業主婦の加入を認めるべきである。

確定拠出年金の制度拡充(確定拠出年
金の加入対象者の拡大）

新たな企業年金制度として導入された確
確定拠出年金の制度普及が図られる。 定拠出型年金制度については、当該導
従業員の自助努力による老後資金形成 入企業退職時のポータビリティが不十分
確定拠出年金制度について、以下の制 の促進に寄与する。少子高齢化の進
であるほか、年金資産の中途引き出しが
度拡充を検討して頂きたい。
展、高齢期の生活の多様化等の社会経 ６０歳までは高度障害時を除き不可とさ
①専業主婦・公務員を加入対象とし転職 済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 れているなど、老後の生活保障の確保
時のポータビリティを向上させる
期における所得の確保に係る自主的な の手段として、また資産形成の手段の一
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 つとしては、不十分な点が多く存在する。
の向上に寄与する効果がある。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、
検討を進めていただきたい。
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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）

管理コード

zA130006

zA130006

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確 確定拠出年金における老齢給付金
定拠出年金の支
の給付や開始年齢の弾力化、中途
給要件の緩和
引出し要件の緩和
等）

厚生労働省

確定拠出年金の老齢給付金の支
給要件の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

確定拠出年金を６０歳から受給するた
めには、通算加入者等期間が１０年以
上必要。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金制度は年金としての老後
の所得保障を目的とするものであるこ
とから原則として60歳からの支給となっ
ており、支給開始年齢を弾力化すること
はできない。

Ⅰ

６０歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、
その後直ちに受給できることを認める
と、貯蓄との区別がつかなくなるため、
最初の拠出から一定期間経過後に給
付を受けられるようにすることが必要。
５０歳以降に加入した者であっても、遅
くとも６５歳までには、受給することがで
きる。
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その他

当室からの
再検討要請

60歳前の数ヶ月に限定するのでなく、
50歳以上の従業員の加入を阻害する
要因になっており、50歳以上の従業員
について、特例を認める等の検討を再
度いただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

貯蓄との区別の観点から、給付には、
最初の拠出から一定期間の経過が必
要である。50歳以降に加入した場合で
あっても、遅くとも65歳までには受給で
きることとなっており、特例を認める必
要性はないと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130006

zA130006

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確 確定拠出年金における老齢給付金
定拠出年金の支
の給付や開始年齢の弾力化、中途
給要件の緩和
引出し要件の緩和
等）

厚生労働省

確定拠出年金の老齢給付金の支
給要件の緩和

要望
管理番号

5079

5046

要望事項
管理番号

5079A006

5046A013

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

6

13

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

６０歳未満の加入者で給付を受けられる
確定拠出年金における老齢給付金の給 のは、高度障害（障害給付金）、死亡（死
付や開始年齢の弾力化、中途引出し要 亡一時金）の要件に限られているため、
件の緩和
老齢給付金の給付や開始年齢の弾力的
な措置を可能とすべきである。

老齢給付金の通算加入者等期間による
受給開始年齢の制限を撤廃していただ
確定拠出年金の老齢給付金の支給要件 きたい。現在の法令では、通算加入者等
制度の普及に寄与する。
の緩和
期間が１０年に満たない場合には、６０歳
から老齢給付金の支給を受けることがで
きない。
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要望理由

（１）６０歳まで中途解約が出来ないこと
等の理由から確定拠出年金の導入を躊
躇、または慎重にならざるを得ず、確定
拠出年金市場の裾野がいつまで経って
も広がらない恐れがある。確定拠出年金
があくまでも自助努力による老後の生活
保証の為の年金であることに留意し、給
付や開始年齢を弾力的に設定することを
可能にするなど、より使いやすい制度と
していくことが必要である。
（２）比較的短い期間の加入者が５０万円
超の年金資産を持ったまま退職し、第３
号被保険者となる者や、転職先で企業
型確定拠出年金がなく個人型に移行す
る者は、現行制度では６０歳に達するま
では、個人型運用指図者とならざるをえ
ず、足元の低金利の運用環境では手数
料や口座管理料を勘案すると資産の目
減りのリスクに晒されており、救済措置
が必要と考える。

制度導入時において、５０歳以上の従業
員の加入を阻害する要因になる。また、
本来企業の退職金制度の一環として導
入した制度であるのに、従業員からする
と６０歳で定年退職した際に受給権がな
いというのは制度の趣旨に反する。

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）

管理コード

zA130006

zA130007

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出年金の支給要件の緩和等）
の容認）

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

確定拠出年金法

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

確定拠出年金を６０歳から受給するた
めには、通算加入者等期間が１０年以
上必要。

「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。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

-

６０歳前の数ヶ月間のみ掛金を拠出し、
その後直ちに受給できることを認める
と、貯蓄との区別がつかなくなるため、
最初の拠出から一定期間経過後に給
付を受けられるようにすることが必要。
５０歳以降に加入した者であっても、遅
くとも６５歳までには、受給することがで
きる。

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。
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その他

当室からの
再検討要請

60歳前の数ヶ月に限定するのでなく、
50歳以上の従業員の加入を阻害する
要因になっており、50歳以上の従業員
について、特例を認める等の検討を再
度いただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

貯蓄との区別の観点から、給付には、
最初の拠出から一定期間の経過が必
要である。50歳以降に加入した場合で
あっても、遅くとも65歳までには受給で
きることとなっており、特例を認める必
要性はないと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130006

zA130007

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確
定拠出年金の 確定拠出年金の制度拡充（確定拠
マッチング拠出 出年金の支給要件の緩和等）
の容認）

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

要望
管理番号

5095

5034

要望事項
管理番号

5095A008

5034A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

5

1

要望
事項
補助
番号2

1

4

要望主体名

損害保険労働組合連合会

（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

8

新たな企業年金制度として導入された確
確定拠出年金の制度普及が図られる。 定拠出型年金制度については、当該導
従業員の自助努力による老後資金形成 入企業退職時のポータビリティが不十分
確定拠出年金制度について、以下の制
の促進に寄与する。少子高齢化の進
であるほか、年金資産の中途引き出しが
度拡充を検討して頂きたい。
確定拠出年金の制度拡充（確定拠出年
展、高齢期の生活の多様化等の社会経 ６０歳までは高度障害時を除き不可とさ
⑤１０年間の通算加入者期間による受給
金の支給要件の緩和等）
済情勢の変化にかんがみ、国民の高齢 れているなど、老後の生活保障の確保
開始年齢の制限を撤廃し、確定拠出年
期における所得の確保に係る自主的な の手段として、また資産形成の手段の一
金の老齢給付金の支給要件を緩和する
努力を支援し、国民の生活の安定と福祉 つとしては、不十分な点が多く存在する。
の向上に寄与する効果がある。
ついては、制度面の拡充をはかるべく、
検討を進めていただきたい。

11

「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
「外為法に基づく「外国投資家」規制の適
率合計が50％以上となってしまったよう
用除外」
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。
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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。

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）

管理コード

zA130007

zA130008

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

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
内閣府、総務
外国為替及び外国 いて設立された法人その他の団体又
省、財務省、文
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
部科学省、厚生
外為法に基づく「外国投資家」規制 （外国投資家の定 その他の団体」により直接または間接
労働省、農林水
義）、第27条（事前届 に保有される議決権の合計が50％以
産省、経済産業 の適用除外
出）、第55条の5（事 上を占める会社については「外国投資
省、国土交通
後報告）
家」と規定され、対内直接投資等の事
省、環境省
前届出、又は事後報告が義務づけられ
ている。

厚生労働省

確定給付企業年金
法
確定給付企業年金
法施行令
確定給付企業年金における給付減
確定給付企業年金
額に関する要件並びに手続きの緩
法施行規則
和・法的枠組の整備
厚生年金基金の設
立認可について（昭
和４１年９月２７日年
発第３６３号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

給付減額の際には、減額対象者（加
入者や受給者）の３分の２以上の同意
等のほか、給付減額の適切な理由が
必要。
受給者の給付減額を行う場合には、
当該受給者等が希望したときには、最
低積立基準額相当を一時金として受け
取ることができる等、減額前の最低積
立基準額が確保されるような措置が必
要。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c、ｄ

-

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （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。

（１）加入者や受給者等の給付減額は、
一定の理由がある場合には、同意取得
や規約改正等の手続きを経て、可能で
ある。ただし、加入者や受給者等の受
給権保護等を図るためには、給付減額
の手続や理由について、厳格な手続や
適切な理由が必要であることから、現
時点では緩和等の措置は考えていな
Ⅲ、Ⅳ い。
（２）企業年金は、選択一時金を選択せ
ず年金を選択した受給者に対しては、
年金を支給する約束を行っているので
あるから、給付減額の際に受給者が希
望して受け取ることができる額を、一般
に年金の現価よりも小さい選択一時金
とするのは、適切ではないと考えてい
る。
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（２）現行では、給付減額を行う場合の
障害になっており、給付減額時に受給
（権）者が希望した場合の一時金清算
については、労使の合意に基づき制度
上の選択一時金額とすることを認める
べきである。
年金制度の維持のため、労使合意の
うえやむを得ず減額を行うにもかかわ
らずさらに財政を悪化させる方向に向
かうことは回避しなければならない。受
給者が最も受け入れやすく、また財政
上も影響を最小限に止められるのは、
従前の選択一時金額を選択肢とするこ
とであり、認めていただきたい。

c

（２）現行の制度は、既に発生している
受給権分について、財産権確保の観点
から、減額前の給付現価と等価な一時
金を保証するものである。選択一時金
Ⅲ、Ⅳ
は、上限は設定されているが、下限が
設定されておらず、一般に年金の現価
よりも小さいことから、これを選択可能
とすることは適切でないと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130007

制度の
所管省庁等

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
省、国土交通
省、環境省

要望
管理番号

5088

要望事項
管理番号

5088A044

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

4

要望主体名

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

44

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

外国人株式保有比率５０％超の企業で、
外為法に基づく「外国投資家」規制の適 実質的に外国人支配下にない企業にお 形式上の規制適用による不要な事務コ
用除外
ける外為法上の「外国投資家」規制の適 ストが削減される。
用除外を要望する。

要望理由

「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。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。資本市場における国際化
に配慮した対応を願いたい。

（１）現行の制度では、加入者に対する給
付引下げの認可基準は厳しく、受給者に
対しては給付引下げの法的枠組みさえ
整備されておらず、給付減額の実現は
難しい状況にある。

zA130008

厚生労働省

確定給付企業年金における給付減
額に関する要件並びに手続きの緩
和・法的枠組の整備

5079

5079A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

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

2

確定給付企業年金における給付減額に 給付減額の可否やその際の一時金支給
関する要件並びに手続きの緩和・法的 の取扱いについて、労使合意に基づく意
枠組の整備
思決定を可能とすべきである。
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（２）給付減額時に支給する一時金の水
準については、最低積立基準額の算定
に使用する予定利率の取扱いを労使合
意（代議員会決議）により決定できること
から、既に一定の労使自治が認められ
ているものと認識しているが、さらにもう
一段の規制緩和を要望する。多くの企業
では、退職一時金からの移行により年金
制度を導入しており、退職時点で一時金
を選択した者とのバランス維持の観点か
らも、選択（脱退）一時金と同水準とした
方が納得性は高いと考えられる。例え
ば、退職時の選択（脱退）一時金を下
限、最低積立基準額を上限として労使の
合意により決定できる仕組み等を認める
べきである。

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）

管理コード

zA130008

zA130008

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

確定給付企業年金
法第５条
確定給付企業年金
受給権者の給付減額手続きにおけ 法施行令第４条
確定給付企業年金
る最低積立基準額相当の支給の見 法施行規則第５条、
直し
第６条
厚生年金基金の設
立認可について（昭
和４１年９月２７

厚生労働省

確定給付企業年金
法第５条
確定給付企業年金
法施行令第４条
給付減額の際には、減額対象者（加
企業年金における柔軟な制度運用 確定給付企業年金 入者や受給者）の３分の２以上の同意
法施行規則第５条、
等のほか、給付減額の適切な理由が
について
第６条
必要。
厚生年金基金の設
立認可について（昭
和４１年９月２７日年
発第３６３号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

受給者の給付減額を行う場合には、
当該受給者等が希望したときには、最
低積立基準額相当を一時金として受け
取ることができる等、減額前の最低積
立基準額が確保されるような措置が必
要。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

c

企業年金は、選択一時金を選択せず
年金を選択した受給者に対しては、年
金を支給する約束を行っているのであ
Ⅲ、Ⅳ るから、給付減額の際に受給者が希望
して受け取ることができる額を、一般に
年金の現価よりも小さい選択一時金と
するのは、適切ではないと考えている。

現行では、給付減額を行う場合の障害
になっており、給付減額時に受給（権）
者が希望した場合の一時金清算につ
いては、労使の合意に基づき制度上の
選択一時金額とすることを認めるべき
である。
年金制度の維持のため、労使合意の
うえやむを得ず減額を行うにもかかわ
らずさらに財政を悪化させる方向に向
かうことは回避しなければならない。受
給者が最も受け入れやすく、また財政
上も影響を最小限に止められるのは、
従前の選択一時金額を選択肢とするこ
とであり、認めていただきたい。

c

加入者や受給者等の受給権保護等を
図るためには、給付減額の手続や理由
Ⅲ、Ⅳ について、厳格な手続や適切な理由が
必要であることから、現時点では緩和
等の措置は考えていない。

従業員の雇用を守るためにも、各企業
労使において、自主的に給付引下げの
意思決定ができる仕組みが必要である
と考えられることから、各年金制度にお
ける給付引下げについて、基本的に労
使合意さえあれば、給付引下げの理由
は問わないものとすべきである。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

現行の制度は、既に発生している受給
権分について、財産権確保の観点か
ら、減額前の給付現価と等価な一時金
を保証するものである。選択一時金
Ⅲ、Ⅳ
は、上限は設定されているが、下限が
設定されておらず、一般に年金の現価
よりも小さいことから、これを選択可能
とすることは適切でないと考えている。

c

加入者や受給者等（特に、給付の減
額に同意していない者）の受給権保護
等を図るためには、給付減額の手続や
Ⅲ、Ⅳ
理由について、厳格な手続や適切な理
由が必要であることから、現時点では
緩和等の措置は考えていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130008

zA130008

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

受給権者の給付減額手続きにおけ
る最低積立基準額相当の支給の見
直し

企業年金における柔軟な制度運用
について

要望
管理番号

5053

5034

要望事項
管理番号

5053A068

5034A027

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

68

27

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）

給付減額時に受給（権）者が希望した
受給権者の給付減額手続きにおける最 場合の一時金清算については、制度上
低積立基準額相当の支給の見直し
の選択一時金額とすることを認めるべき
である。

退職一時金からの移行が一般的であ
る実態を踏まえると、希望者に対する一
時金清算を行う場合、労使が退職一時
金として認識している制度上の選択一時
金を用いるのが妥当である。 現行の割
引率を適用すると、最低積立基準額相
当の支給額は、選択一時金ベースと比
較して過大になり過ぎる。このため、受
給(権)者の大多数が一時金清算を選択
することが想定され、結果として、年金制
度の維持という趣旨に合致しないだけで
はなく、年金財政に致命的な影響を及ぼ
しかねない。例えば、現在、厚生年金基
金の解散時には、当面の措置として「最
低責任準備金以上、最低積立基準額以
下で規約に定める額(労使合意した額)」
の資産を保有していれば、一括拠出を行
う必要がなく、最低積立基準額以下で規
約に定める額(労使合意した額)から最低
責任準備金を除いた金額を分配すること
が認められている。したがって、制度を
継続するためなど、やむを得ない場合の
給付減額時に、受給（権）者が希望した
場合の一時金清算については、労使の
合意に基づき制度上の選択一時金額と
することを認めるべきである。

受給者等の給付減額を行う場合、当該
受給者等が希望したときには、最低積立
基準額相当を一時金として受け取ること
ができるなど、減額前の最低積立基準額
が確保される措置が義務付けられてい
る。

各年金制度における給付引下げについ
企業年金における柔軟な制度運用につ て、基本的に労使合意さえあれば、給付
いて
引下げの理由は問わないものとしていた
だきたい。

現状の制度では、給付引下げの許可基
準が厳しいため、現在のような低迷する
運用環境下においても高い予定利率を
維持しなければならず、事業主の負担が
非常に大きくなってきている。従業員の
雇用を守るためにも、基本的に合意さえ
あれば、各企業労使が自主的に給付引
下げの意思が決定ができる基準の検討
をお願いしたい。
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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）

管理コード

zA130008

zA130009

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金
法第５条
確定給付企業年金
法施行令第４条
確定給付型の企業年金における給 確定給付企業年金 給付減額の際には、減額対象者（加
入者や受給者）の３分の２以上の同意
付引下げに係る承認基準及び手続 法施行規則第５条、 等のほか、給付減額の適切な理由が
第６条
きの緩和
必要。
厚生年金基金の設
立認可について（昭
和４１年９月２７日年
発第３６３号）

平成15年の労働基準法の改正により、
有期労働契約の契約期間の上限は原
則3年とされ、また、高度の専門的な知
有期労働契約に関する雇用期間の
労働基準法第１４条 識等を有する者や満60歳以上の者に
上限の延長
ついては、その期間の上限は5年とさ
れ、平成16年1月1日より施行されてい
るところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

c

加入者や受給者等の受給権保護等を
図るためには、給付減額の手続や理由
Ⅲ、Ⅳ について、厳格な手続や適切な理由が
必要であることから、現時点では緩和
等の措置は考えていない。

従業員の雇用を守るためにも、各企業
労使において、自主的に給付引下げの
意思決定ができる仕組みが必要である
と考えられることから、各年金制度にお
ける給付引下げについて、基本的に労
使合意さえあれば、給付引下げの理由
は問わないものとすべきである。

Ｃ

第156回国会において平成15年6月27日に成立した「労働
基準法の一部を改正する法律（平成15年法律第104号）」に
おいては、有期労働契約の期間について原則3年（一定の
場合は5年）までの延長としたところであるが、当該改正に対
してすら、国会における改正法案の審議過程において、「常
用労働者が有期契約労働者へ置き換えられるといった常用
代替や、事実上の若年定年制につながるおそれがあるので
はないか」といった強い懸念が示されたところである。このた
め、附則第3条において、「この法律の施行後3年を経過した
場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条
の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」
との規定が国会修正により加えられたものであり、改正後3
年を経過していない段階においては、御要望にお応えする
ことはできない。
また、「足止め」がまれになっているとの御指摘があった
が、労働基準法第14条は長期労働契約による人身拘束の
弊害を排除する趣旨で設けられており、このような事案は一
件たりともあってはならないことから、いわゆる「足止め」が
まれであることを理由に規制を緩和することはできないと考
えられる。

要望者は、第156回国会において平成
15年6月27日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律（平成15年法律
第104号）」における改正だけでは不十
分として更なる緩和を要望しているもの
である。法施行直後であるという点は理
解できるが、検討時期を示すことについ
ての可否を改めて検討いただきたい。

Ⅰ
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

加入者や受給者等（特に、給付の減
額に同意していない者）の受給権保護
等を図るためには、給付減額の手続や
Ⅲ、Ⅳ
理由について、厳格な手続や適切な理
由が必要であることから、現時点では
緩和等の措置は考えていない。

c

労働基準法の一部を改正する法律
（平成１５年法律第１０４号）附則第３条
において、「この法律の施行後３年を経
過した場合において、この法律による
改正後の労働基準法第１４条の規定に
ついて、その施行の状況を勘案しつつ
検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。」との規定
が国会修正により加えられたことから、
改正後３年を経過した段階で検討を行
うこととしている。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130008

zA130009

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付型の企業年金における給
付引下げに係る承認基準及び手続
きの緩和

有期労働契約に関する雇用期間の
上限の延長

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A067

5053A028

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

67

28

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）

各年金制度における給付引下げにつ
確定給付型の企業年金における給付引 いて、基本的に労使合意さえあれば、給
下げに係る承認基準及び手続きの緩和 付引下げの理由は問わないものとすべ
きである。

運用環境の低迷が長期化する中で、事
業主の負担が非常に大きくなってきてい
現状の制度では、給付引下げの認可
る。本業である事業収益以上の穴埋め
基準が厳しいため、現行の運用環境下
負担は本末転倒であり、従業員の雇用
においても高い予定利率を維持しなけれ
を守るためにも、各企業労使において、
ばならない。
自主的に給付引下げの意思決定ができ
る仕組みが必要である。

有期労働契約に関する雇用期間の上限 上限を民法の定める５年とすべきであ
の延長
る。

有期雇用契約であっても労働者からの
雇用契約の中途解約は事実上ほとんど
制限されないのが実態であり、かつての 労働基準法では、労働契約に期間の
ような「足止め」もまれになっていること 定めをおく場合は、一定の事業の完了に
から、民法の原則どおりとしても問題は 必要な期間を定めるものの他は、３年
ない。本件について厚生労働省は、法の （専門的知識であって高度のものとして
附則に従い施行後３年を経過した段階に 厚生労働大臣が定める基準に該当する
おいて検討を行う旨を回答している（「全 専門知識を有する労働者等との労働契
国規模の規制改革・民間開放要望」に対 約にあっては５年）を超える期間につい
する各省庁からの再回答について（2005 て締結してはならない。
年１月19日））が、早期に見直しに向けた
検討に着手すべきである。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130009

zA130010

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

有期労働契約に係る規制の緩和

確定拠出年金における加入者資格
喪失年齢の見直し【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

平成15年の労働基準法の改正により、
有期労働契約の契約期間の上限は原
則3年とされ、また、高度の専門的な知
労働基準法第１４条 識等を有する者や満60歳以上の者に
ついては、その期間の上限は5年とさ
れ、平成16年1月1日より施行されてい
るところである。

確定拠出年金法

確定拠出年金の加入者資格は60歳で
喪失する。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｃ

c

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

第156回国会において平成15年6月27日に成立した「労働
基準法の一部を改正する法律（平成15年法律第104号）」に
よる有期労働契約の期間の延長は、産業・雇用構造の変化
が進んでいる中で、我が国の経済社会の活力を維持・向上
させていくために、労働者ひとりひとりが主体的に多様な働
き方を選択できる可能性を拡大することを目的の一つとした
ものであり、就業意識や雇用形態の多様化が進んでいると
の御指摘については、当該改正において既に対応している
ものと考える。
一方、当該改正においては、有期労働契約の期間につい
て原則3年（一定の場合は5年）までの延長としたところであ
るが、当該改正に対してすら、国会における改正法案の審
議過程において、「常用労働者が有期契約労働者へ置き換
えられるといった常用代替や、事実上の若年定年制につな
がるおそれがあるのではないか」といった強い懸念が示され
たところである。このため、附則第3条において、「この法律
の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正
後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況
を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。」との規定が国会修正により加えられ
たものであり、改正後3年を経過していない段階において
は、御要望にお応えすることはできない。

要望者は、第156回国会において平成
15年6月27日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律（平成15年法律
第104号）」における改正だけでは不十
分として更なる緩和を要望しているもの
である。法施行直後であるという点は理
解できるが、検討時期を示すことについ
ての可否を改めて検討いただきたい。

Ⅰ

確定拠出年金制度は自営業者等及び
企業の従業員を対象とした包括的な制
度であるが、自営業者等が加入する国
民年金の被保険者となるのは原則60
歳までとなっており、自営業者等と企業
の従業員との間の公平性を確保するた
めに、一律に60歳が上限となっていると
ころである。仮に60歳以上の年齢まで
加入を認めると、確定拠出年金は60歳
から受給できることとの関係から、60歳
以降制度に加入し、数ヶ月間掛金を拠
出後直ちに受給できることとなり、貯蓄
との違いが不明確になるという問題等
を踏まえ、次期制度改正時に検討。

回答のとおり、自営業者との公平性の
観点や貯蓄との整合性の問題はある
が、雇対法が６５歳までの雇用を目途と
し、公的年金、確定給付企業年金が６５
歳年金開始を定める状況下で、６０歳を
超えて引き続き従事するものが加入可
能な措置が労使合意の上、取り扱える
ことが望ましい。今後の検討実施の具
体的なスケジュールを示されたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

労働基準法の一部を改正する法律
（平成１５年法律第１０４号）附則第３条
において、「この法律の施行後３年を経
過した場合において、この法律による
改正後の労働基準法第１４条の規定に
ついて、その施行の状況を勘案しつつ
検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。」との規定
が国会修正により加えられたことから、
改正後３年を経過した段階で検討を行
うこととしている。

Ⅰ

確定拠出年金法附則において、施行
（平成13年10月）後5年を経過した場合
において、必要があると認めるときは検
討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
討規定が置かれているが、具体的には
今後の検討等によるので、現時点では
確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130009

zA130010

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

有期労働契約に係る規制の緩和

確定拠出年金における加入者資格
喪失年齢の見直し【新規】

要望
管理番号

5085

5053

要望事項
管理番号

5085A002

5053A055

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本自動車工業会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

2

55

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

有期労働契約に係る規制の緩和

要望理由

その他
（特記事項）

働く側の立場からは、就業意識の多様
化に対応するため選択肢の拡大が望ま
れ、企業の立場からは、プロジェクトなど
中長期的な観点での要員ニーズが高
期間の定めのある労働契約について
働き方・雇用形態の多様化に充分対応
まってきており、双方のニーズに応える
は、契約期間の上限を３年に制限されて できず、企業と労働者双方のニーズに応 ・平成16年11月度の再要望
ためにも有期雇用契約期間制限の緩和
いる。
えられない。
を要望するものであり、現行の区分をな
くし、全ての有期雇用契約において最長
5年の締結が可能となるよう、早急な検
討と制限緩和を要望する。

公的年金支給開始年齢の引上げや、
高年齢者雇用安定法の改正等に伴う60
確定拠出年金における加入者資格喪失 歳以降の就労機会の拡大等の環境変化
年齢の見直し【新規】
を踏まえ、確定拠出年金の加入者資格
喪失年齢についても労使合意に基づく柔
軟な設定を可能とすべきである。
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具体的事業の
実施内容

高年齢者雇用安定法の改正により、企
業には60歳以降の就労機会確保が義務
づけられることとなったが、確定拠出年
金については60歳到達に伴い一律的に
加入者資格を喪失させなければならず、
柔軟性を欠いた対応となっている。特
に、処遇面で60歳前との連続性を維持し
つつ定年延長を行うような場合は、確定 企業型年金及び個人型年金の加入者
拠出年金の掛金拠出のみが60歳時点で は、全員60歳に到達した日に加入者資
打ち切られることとなり、バランスを失し 格を喪失する。
た対応とならざるを得ない。一方、確定
給付企業年金においては、年齢による
加入者資格の喪失時期は特に定められ
ておらず、老齢給付金の給付に係る年
齢要件が60歳以上65歳以下であること
を踏まえて、「65歳以下の規約で定める
時期」としているのが実態である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130010

zA130011

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

確定拠出年金制度における加入者
資格喪失年齢の見直し

厚生労働省

企業型運用関連運営管理機関等が提
示運用方法から運用の方法を除外しよ
確定拠出年金法、確
確定拠出年金法 投資信託償還時
うとするときは、当該除外しようとする
定拠出年金法施行
運用の方法を選択して運用の指図を
の取扱いの明記
規則
行っている加入者等の同意を得なけれ
ばならないこととされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定拠出年金法

確定拠出年金の加入者資格は60歳で
喪失する。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

b

Ⅰ

確定拠出年金制度は自営業者等及び
企業の従業員を対象とした包括的な制
度であるが、自営業者等が加入する国
民年金の被保険者となるのは原則60
歳までとなっており、自営業者等と企業
の従業員との間の公平性を確保するた
めに、一律に60歳が上限となっていると
ころである。仮に60歳以上の年齢まで
加入を認めると、確定拠出年金は60歳
から受給できることとの関係から、60歳
以降制度に加入し、数ヶ月間掛金を拠
出後直ちに受給できることとなり、貯蓄
との違いが不明確になるという問題等
を踏まえ、次期制度改正時に検討。

Ⅲ

当該償還は投信法に規定する一定の
手続(広告、異議申述等)を経て行われ
るものであり、投信法の枠内で決定さ
れた以上、企業型運用関連運営管理
機関等としては商品提供が不可能にな
る等の点を勘案し、検討する。
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その他

当室からの
再検討要請

回答のとおり、自営業者との公平性の
観点や貯蓄との整合性の問題はある
が、雇対法が６５歳までの雇用を目途と
し、公的年金、確定給付企業年金が６５
歳年金開始を定める状況下で、６０歳を
超えて引き続き従事するものが加入可
能な措置が労使合意の上、取り扱える
ことが望ましい。今後の検討実施の具
体的なスケジュールを示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

確定拠出年金法附則において、施行
（平成13年10月）後5年を経過した場合
において、必要があると認めるときは検
討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
討規定が置かれているが、具体的には
今後の検討等によるので、現時点では
確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130010

zA130011

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金制度における加入者
資格喪失年齢の見直し

確定拠出年金法 投資信託償還時
の取扱いの明記

要望
管理番号

5079

5071

要望事項
管理番号

5079A011

5071A026

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

社団法人信託協会

要望
事項番号

11

26

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

公的年金支給開始年齢の引上げや、高
齢者雇用安定法の改正等に伴う６０歳以
降の就労機会の拡大等の環境変化を踏
確定拠出年金制度における加入者資格
まえて、確定拠出年金の加入者資格喪
喪失年齢の見直し
失年齢についても、確定給付企業年金と
同様に労使合意に基づく柔軟な設定を
可能とすべきである。

・確定拠出年金法第２６条では、企業型
運用関連運営管理機関等が、提示運用
方法から運用の方法を除外しようとする
ときは、当該除外しようとする運用の方
法を選択して運用の指図を行っている加
入者等の同意を得ることとされている。
・運用の方法として投資信託が提示され
ている場合で、当該投資信託が投資信
確定拠出年金法 投資信託償還時の取 託及び投資法人に関する法律（以下「投
扱いの明記
信法」という。）に基づき償還される場
合、当該償還については企業型運用関
連運営管理機関等の意思に基づいたも
のとは認められないことから、運用の方
法の除外には該当しないこと、また、当
該投資信託に運用の指図を行っている
加入者等の同意取得は不要であること
を確認し、省令に明記していただきたい。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

高齢者雇用安定法の改正により、企業
には６０歳以降の就労機会確保が義務
づけられることとなったが、確定拠出年
金については６０歳到達に伴い一律的に
加入者資格を喪失させなければならず、
柔軟性を欠いた対応となっている。特
に、処遇面で６０歳前との連続性を維持
しつつ定年延長を行うような場合は、確
定拠出年金の掛金拠出のみが６０歳時
点で打ち切られることとなり、バランスを
失した対応とならざるを得ない。一方、確
定給付企業年金においては、年齢によ
る加入者資格の喪失時期は特に定めら
れておらず、老齢給付金の給付に係る
年齢要件が６０歳以上６５歳以下である
ことを踏まえて、「６５歳以下の規約で定
める時期」としているのが実態である。確
定拠出年金においても、確定給付企業
年金と同程度の柔軟な対応が可能とな
るようにすべきである。

・確定拠出年金制度における運用の方法とし
て、投資信託を提示している場合、投資信託
委託会社の意思により、投信法で規定される
手続きにしたがって償還されるケースが想定
される。
・当該投資信託の償還については、企業型
運用関連運営管理機関等の意思によるもの
ではなく、商品保有者の過半数の異議申し立
てがない限り、投信法で定める一連の手続き
（「償還の公告」、「異議申述」、「償還決定」、
「買い取り期間」、「償還」）が進められることと
なり、企業型運用関連運営管理機関等が専
門的知見に基づいて行う「運用の方法の除
外」とは主旨を異にするものである。
・また、投資信託が償還された場合、企業型
運用関連運営管理機関等は当該投資信託を
提示し続けることはできず、同意を得るべき
当該投資信託の保有者も存在しないこととな
る。
・なお、企業型運用関連運営管理機関等は、
確定拠出年金法第２４条の規定に基づき、当
該投資信託の保有者に対して、償還に対す
る異議申述を行うことができる旨等の情報提
供を行い、加入者等からの異議申述を運用
の指図として記録関連運営管理機関・資産
管理機関との連携のもとに取り纏めを行うこ
とは可能であるものの、当該加入者等全員
の同意がないことをもって当該投資信託の償
還を差し止める権限は有していない。
・以上のことから、投資信託の償還について
は確定拠出年金法第２６条に規定する「運用
の方法の除外には該当しないこと」を確認
し、省令に明記することを要望するもの。

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）

管理コード

zA130011

zA130012

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

企業型運用関連運営管理機関等が提
示運用方法から運用の方法を除外しよ
確定拠出年金法、確
確定拠出年金における投資信託償
うとするときは、当該除外しようとする
定拠出年金法施行
運用の方法を選択して運用の指図を
還時の取扱いの明記【新規】
規則
行っている加入者等の同意を得なけれ
ばならないこととされている。

確定給付企業年金は、厚生年金適用
事業所の事業主が、当該事業所に使
用される者の同意を得て規約を作成
確定給付企業年金および確定拠出 確定給付企業年金 し、承認等を受けることにより設立され
法
る。
年金における加入者範囲の見直し
加入者資格は、労使合意により規約で
定めることが可。（確定給付企業年金
法第２６条）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

ｄ

Ⅲ

Ⅰ

当該償還は投信法に規定する一定の
手続(広告、異議申述等)を経て行われ
るものであり、投信法の枠内で決定さ
れた以上、企業型運用関連運営管理
機関等としては商品提供が不可能にな
る等の点を勘案し、検討する。

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は、労使合意により、その事業所に使
用される労働者の老後の所得確保を図
るために導入されるものであるため、事
業所単位で導入することとなっている。
加入者資格については、労使合意によ
り規約で定めることができる。
なお、確定給付企業年金においては、
出向先事業所を確定給付企業年金の
適用事業所とした上で、出向者のみを
加入者として扱うことは可能。
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その他

当室からの
再検討要請

今後の具体的な検討実施スケジュール
を示されたい。

出向先事業所に対して、当該出向者の
みを加入させる年金制度を実施させる
ことは実務上困難であると考える。厚生
年金適用事業所単位の適用を廃止し、
加入者の範囲については、当該企業及
び従業員（労組）との合意に基づき決定
することを可能とすべきである。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

d

Ⅲ

Ⅰ

平成17年度中に措置する予定

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は、その事業所に使用される労働者の
老後の所得確保を図るために導入され
るものであるため、事業所単位で導入
することとなっている。
出向先事業所において、出向者のみを
加入させている事例は存在する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130011

zA130012

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金における投資信託償
還時の取扱いの明記【新規】

確定給付企業年金および確定拠出
年金における加入者範囲の見直し

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A058

5053A060

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

58

60

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）

運用の方法として投資信託が提示され
ている場合で、当該投資信託が投資信
託及び投資法人に関する法律（以下「投
信法」という。）に基づき償還される場
合、当該償還については企業型運用関
連運営管理機関等の意思に基づいたも
のとは認められないことから、運用の方
法の除外には該当しないこと、また、当
確定拠出年金における投資信託償還時
該投資信託に運用の指図を行っている
の取扱いの明記【新規】
加入者等の同意取得は不要であること
を省令等に明記すべきである。（例えば、
企業型運用関連運営管理機関等の説明
責任を免れることとはならないため「企業
型運用関連運営管理機関等が当該事態
につき、事業主・加入者に事前に通知・
説明することにより同意に代えることが
できる」といった旨を明記する。）

確定拠出年金制度における運用の方
法として、投資信託を提示している場
合、投信委託会社の意思により、投信法
で規定される手続きにしたがって償還さ
れるケースが想定される。当該投信の償
還については、企業型運用関連運営管
理機関等の意思によるものではなく、商
品保有者の過半数の異議申し立てがな
い限り、投信法で定める一連の手続き
（「償還の公告」、「異議申述」、「償還決
定」、「買取期間」、「償還」）が進められ、
企業型運用関連運営管理機関等が専門
的知見に基づいて行う「運用の方法の除
外」とは主旨を異にするものである。ま
確定拠出年金法第26条では、企業型
た、投資信託が償還された場合、企業型
運用関連運営管理機関等が、提示運用
運用関連運営管理機関等は当該投資信
方法から運用の方法を除外しようとする
託を提示し続けることはできず、同意を
ときは、当該除外しようとする運用の方
得るべき当該投信の保有者も存在しな
法を選択して運用の指図を行っている加
いこととなる。 なお、企業型運用関連運
入者等の同意を得ることとされている。
営管理機関等は、確定拠出年金法第24
条の規定に基づき、当該投資信託の保
有者に対して、償還に対する異議申述が
可能である旨等の情報提供を行い、加
入者等からの異議申述を運用の指図と
して記録関連運営管理機関・資産管理
機関が連携し取り纏めることは可能であ
るが、当該加入者等全員の同意がない
ことをもって当該投資信託の償還を差し
止める権限は有していない。以上より、
投資信託の償還は確定拠出年金法第26
条に規定する「運用の方法の除外には
該当しないこと」を確認し、省令に明記す
ることを要望する。

①厚生年金適用事業所単位の適用を廃
止し、加入者の範囲については、当該企
業及び従業員（労組）との合意に基づき
決定することを可能とすべきである。
②法第25条の「実施事業所に使用され
確定給付企業年金および確定拠出年金
る被用者年金被保険者」の現行解釈を
における加入者範囲の見直し
改め、実施事業所と雇用関係にあり、実
施事業所以外の事業所で厚生年金の被
保険者資格を取得している者（具体的に
は、企業外への出向者）についても加入
者と認めるべきである。

確定給付企業年金制度および確定拠
出年金制度は、退職金の一部として導
入されることが多いにも関わらず、企業
外への出向者は一旦脱退扱いとなること
により、企業は当該従業員の出向期間
確定給付企業年金および確定拠出年
について掛金の拠出ができず、また、確 金は、企業と従業員によりその制度内容
定給付企業年金の場合は従業員の掛金 を決定する私的年金の一つであるにも
拠出も停止される。企業側、従業員側の 関わらず、厚生年金適用事業所単位の
双方にとって不利益となるおそれがあ
実施となっていることから、企業外への
る。出向先事業所を出向元事業所ととも 出向者（出向先の厚生年金被保険者資
に確定給付企業年金の適用事業所とす 格を取得する者）は一旦脱退することと
る措置により対応することは可能である なり、制度運営上の制約がある。
が、ごく一部の出向者のために出向先を
適用事業所とすることを行わないケース
も多く、労使合意により出向元での加入
を要望する。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130012

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

確定給付企業年金は、厚生年金適用
事業所の事業主が、当該事業所に使
用される者の同意を得て規約を作成
確定拠出年金および確定給付企業 確定給付企業年金 し、承認等を受けることにより設立され
法
る。
年金の加入者範囲の拡大
加入者資格は、労使合意により規約で
定めることが可。（確定給付企業年金
法第２６条）

厚生労働省

脱退一時金相当額の移換申出期 厚生年金基金令、確 失した日から起算して1年以内かつ移
定給付企業年金法 換先制度の資格を取得した日から起算
限に係る弾力的運用の容認【新規】
施行令
して3月以内に、脱退一時金相当額の

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

Ⅰ

ｄ

Ⅳ

中途脱退者は、移換元制度の資格を喪
zA130013

移換の申出を行う。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は、労使合意により、その事業所に使
用される労働者の老後の所得確保を図
るために導入されるものであるため、事
業所単位で導入することとなっている。
加入者資格については、労使合意によ
り規約で定めることができる。
なお、確定給付企業年金においては、
出向先事業所を確定給付企業年金の
適用事業所とした上で、出向者のみを
加入者として扱うことは可能。

ご指摘のような要望を踏まえ、規約で
定めれば、脱退時に脱退一時金の受
給又は移換を選択させることができる
よう、通知において対応したところ。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

出向先事業所に対して、当該出向者の
みを加入させる年金制度を実施させる
ことは実務上困難であると考える。厚生
年金適用事業所単位の適用を廃止し、
加入者の範囲については、当該企業及
び従業員（労組）との合意に基づき決定
することを可能とすべきである。

d

Ⅰ

当該通知名・日付・番号を示されたい。

d

Ⅳ

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は、その事業所に使用される労働者の
老後の所得確保を図るために導入され
るものであるため、事業所単位で導入
することとなっている。
出向先事業所において、出向者のみを
加入させている事例は存在する。

企業年金等の通算措置に係る事務取
扱準則について（平成17年7月5日年企
発第0705001号）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130012

zA130013

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金および確定給付企業
年金の加入者範囲の拡大

脱退一時金相当額の移換申出期
限に係る弾力的運用の容認【新規】

要望
管理番号

5079

5053

要望事項
管理番号

5079A010

5053A062

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

10

62

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

確定拠出年金（企業型）及び確定給付企
業年金は、企業の私的年金であることか
ら、加入者の範囲については、被用者年
確定拠出年金および確定給付企業年金 金の適用の有無ではなく、当該制度を実
の加入者範囲の拡大
施する事業主との雇用関係の有無を基
本として労働協約または就業規則で定
める区分（例えば、職種等）により決定す
るものとすべきである。

企業年金における脱退一時金相当額
の移換申出期限については、税法上等
脱退一時金相当額の移換申出期限に係 の特段の事情が無い限り個別企業の状
る弾力的運用の容認【新規】
況を踏まえて法令の範囲内で労使合意
により定めるべきであり、一律的な規定
は廃止すべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

（１）会社との雇用関係が維持されている
にもかかわらず、出向等により被用者年
金の適用外となったことで企業年金の加
入者資格を喪失することは、従業員の納
得性が低く理解が得られない。特に確定
拠出年金制度においては、企業型から
個人型（または出向先の企業型）へ資産
を移換する必要があり、制度の運営ス
キームや費用負担等について取扱いが
全く異なってしまうため問題が多い。
（２）適格年金制度の廃止を受け、確定
拠出年金や確定給付企業年金へ移行す
るケースも増えているが、制度移行時点
で出向等により被用者年金の適用をは
ずれている者については、以下のような
不利益が生じている。
①移行前制度における過去分の資産移
換ができないことから、新制度における
運用資産（元本相当）が小さくなり、資産
運用上の不利益が生じる。
②過去分の資産については、一時金で
受け取る（分配される）ことから、退職所
得扱いとならず税メリットが享受できな
い。

脱退一時金相当額の移換は、企業の
私的年金制度における取扱いに係る問
題であり、申出期限等その詳細運用に
ついては基本的に各企業の状況を踏ま
え労使合意により決定すべきであり、法
令等により一律的に規定(規制)すべきも
のではない。また、移換先(再就職先)が
未定である等の事由により、退職時に一
旦脱退一時金の支給を留保した者につ
いて、移換を義務づける(事情変更等に
よる脱退一時金の支給は制限する)こ
と、等についても労使合意により可能と
すべきであり、退職者本人のニーズが過
度に優先されるべきではない。さらに、移
換の申出がないまま、移換申出期限を
超過した場合の取扱いに関しては、企業
の負担とならないよう配慮が必要であ
る。

①確定給付型企業年金間(※)の移換申
出について、「移換元制度における加入
者資格喪失日から起算して１年経過した
日」または「移換先制度における加入者
資格取得日から３カ月経過した日」の何
れか早い日までの間に限って行うことが
できる。②確定給付型企業年金から企
業年金連合会への移換申出について
は、「移換元制度における加入者資格喪
失日から起算して１年経過した日」まで
の間に限って行うことができる。
③確定給付型企業年金から確定拠出年
金への移換申出については、①と同様。
（※ 確定給付企業年金／厚生年金基
金）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130013

zA130014

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

脱退一時金相当額の移換申出期
限に係る弾力的運用の容認

該当法令等

制度の現状

中途脱退者は、移換元制度の資格を喪
厚生年金基金令、確 失した日から起算して1年以内かつ移
定給付企業年金法 換先制度の資格を取得した日から起算
施行令
して3月以内に、脱退一時金相当額の
移換の申出を行う。

確定給付企業年金の中途脱退者が脱
企業年金制度における連合会への
確定給付企業年金 退一時金相当額の連合会への移換を
脱退一時金相当額移換対応義務
法
申し出たときは、確定給付企業年金は
の廃止
連合会へ移換しなければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

c

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ⅳ

ご指摘のような要望を踏まえ、規約で
定めれば、脱退時に脱退一時金の受
給又は移換を選択させることができる
よう、通知において対応したところ。

当該通知名・日付・番号を示されたい。

d

Ⅳ

企業年金等の通算措置に係る事務取
扱準則について（平成17年7月5日年企
発第0705001号）

Ⅰ

転職先制度に企業年金制度がない場
合等については、脱退一時金相当額を
連合会に移換して年金化を図る必要が
あり、連合会への移換を任意とすること
は困難。
なお、本人から移換の申出があった場
合にあっては、連合会のみならず移換
先の企業年金制度や国民年金基金へ
の移換も必ず行っていただくこととなっ
ているところ。

2005年10月以降、規約変更有無に関
わらず、法令の定めるところにより脱退
者はその一時金を連合会に移換する
権利を有することになる。労使合意に
基づき運営する原則から外れており、
想定していない事務の混乱が生じるこ
とを懸念する。

c

Ⅰ

中途脱退者が受給する脱退一時金に
年金化の途を開くため法律改正により
措置したもの。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

zA130013

厚生労働省

脱退一時金相当額の移換申出期
限に係る弾力的運用の容認

5079

5079A012

1

1

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

zA130014

厚生労働省

企業年金制度における連合会への
脱退一時金相当額移換対応義務
の廃止

5079

5079A013

1

1

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

12

企業年金における脱退一時金相当額の
移換申出期限については、税法上等の
脱退一時金相当額の移換申出期限に係 特段の事情が無い限り個別企業の状況
る弾力的運用の容認
を踏まえて労使合意により定めるべきで
あり、法令による一律的な規定は廃止す
べきである。

脱退一時金相当額の移換は、企業の私
的年金制度における取扱いに係る問題
であり、申出期限等その詳細運用につい
ては基本的に各企業の状況を踏まえて
労使合意により決定すべきであり、法令
等により一律的に規定(規制)すべきもの
ではない。また、移換先(再就職先)が未
定である等の事由により、退職時に一旦
脱退一時金の支給を留保した者につい
て、移換を義務づける(事情変更等によ
る脱退一時金の支給は制限する)こと、
等についても労使合意により可能とすべ
きであり、退職者本人のニーズが過度に
優先されるべきではない。さらに、移換
の申出がないまま、移換申出期限を超
過した場合の取扱いに関しては、企業の
負担とならないよう配慮が必要である。

13

脱退一時金相当額の連合会への移換に
企業年金制度における連合会への脱退 ついても、移換元となる年金制度におけ
一時金相当額移換対応義務の廃止
る労使合意に基づき、規約で定める場合
に限り実施できるものとすべきである。

企業年金制度の運営は、各社の状況を
踏まえて労使合意に基づき運営するの
が原則であり、強制されるものではない
と考える。
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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）

管理コード

zA130014

zA130015

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金の中途脱退者が脱
企業年金制度における連合会への
確定給付企業年金 退一時金相当額の連合会への移換を
脱退一時金相当額移換対応義務
法
申し出たときは、確定給付企業年金は
の廃止【新規】
連合会へ移換しなければならない。

厚生労働省（確
定給付企業年金 確定給付企業年金・厚生年金基金
における支給要 における制度設計の自由度向上
件の弾力化）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定給付企業年金の老齢給付金の受
給資格は、以下のときに与えられる。
確定給付企業年金
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める
法、厚生年金保険
年齢に達したとき
法、関連政省令・通
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める
知
年齢に達した日以後に実施事業所に使
用されなくなったとき

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

転職先制度に企業年金制度がない場
合等については、脱退一時金相当額を
連合会に移換して年金化を図る必要が
あり、連合会への移換を任意とすること
は困難。
なお、本人から移換の申出があった場
合にあっては、連合会のみならず移換
先の企業年金制度や国民年金基金へ
の移換も必ず行っていただくこととなっ
ているところ。

Ⅰ〜Ⅳ 次期制度改正時に検討。
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その他

当室からの
再検討要請

2005年10月以降、規約変更有無に関
わらず、法令の定めるところにより脱退
者はその一時金を連合会に移換する
権利を有することになる。労使合意に
基づき運営する原則から外れており、
想定していない事務の混乱が生じるこ
とを懸念する。また、米国のIRAのよう
な仕組みの導入について、至急検討に
着手すべきである。

（本項目は、要望事項管理番号
5071A014・管理コードzA130016（確定
給付企業年金・厚生年金基金における
制度設計の自由度向上）と統合の上、
回答されたい。）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

中途脱退者が受給する脱退一時金に
年金化の途を開くため法律改正により
措置したもの。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130014

zA130015

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

企業年金制度における連合会への
脱退一時金相当額移換対応義務
の廃止【新規】

厚生労働省（確
定給付企業年金 確定給付企業年金・厚生年金基金
における支給要 における制度設計の自由度向上
件の弾力化）

要望
管理番号

5053

5071

要望事項
管理番号

5053A063

5071A014

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

社団法人信託協会

要望
事項番号

63

14

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）

企業年金は、私的年金である以上、原
則、規約の強制的変更があってはならな
い。脱退一時金相当額の連合会への移
換についても、移換元となる年金制度に
おいて労使合意を得て、規約を定めてか
企業年金制度における連合会への脱退
ら実施できるものとするべきである。
一時金相当額移換対応義務の廃止【新
なお、通算機能を担う組織は、純粋な
規】
私的年金のみを対象とし、代行部分は含
まず、財政の裏付けのあることが望まし
い。その役割を純粋な民間に開放するこ
とやアメリカのようなIRAの導入を検討す
べきである。

企業年金制度の運営は、各社の状況
を踏まえて労使合意に基づき運営する
のが原則であり、強制されるものではな
い。
また、ポータビリティの運営は個人の自
己責任を原則とするべきであり、参加も
制度や企業ベースでなく、個人の自由意
志でなされることが適当である。その通
算を担う組織も、独立性・透明性を重視
した組織・スキームの構築を検討してゆ
くべきである。

確定給付型の企業年金制度(確定給付
企業年金／厚生年金基金)からの中途
脱退者については、一時金支払先を企
業年金連合会（以下連合会）とする規約
変更を行った上で脱退一時金相当額の
連合会への移換を申し出ることが可能で
あり、中途脱退者から申し出を受けた年
金基金等は、対応しなければならないこ
ととされている。なお、連合会から他の確
定給付型年金制度や、連合会を介しな
い年金制度同士の移受換については、
移換元、移換先双方の規約に定める場
合に限り行うことができる。（改正2004年
６月11日法律第104号による）

・確定給付企業年金では、適格退職年
金や退職一時金において認められてい
る加入資格、給付設計等の要件につい
て適用できないものがある。また、キャッ
シュバランスプランに係る要件、老齢給
付金支給要件、選択一時金支給要件等
により、円滑な制度移行や、高齢者に係
る勤労形態の多様化への対応に支障を
きたすケースが生じている。
・退職一時金制度や適格退職年金から
の円滑な移行を促進するために、以下
の項目についての制限を緩和ないし弾
力化すること。
①加入者期間・加入待期期間に係る制
限の緩和
確定給付企業年金・厚生年金基金にお ②給付における完全調整の容認
ける制度設計の自由度向上
③キャッシュバランスプランに係る選択
肢の拡大（給付額に下限を設けない制
度の導入、下限を設ける場合の運営の
弾力化、再評価指標の拡大）
④確定給付企業年金法における老齢給
付金の支給要件の緩和（例えば、60歳
以上の退職を支給要件とすることを可能
とすること。）
⑤選択一時金の支給上限に係る制限の
緩和（例えば、選択一時金の支給上限で
ある「保証期間に係る現価相当額」の計
算に用いる割引率として、「一時金選択
時に支給されている年金額または支給さ
れる予定の年金額の給付利率」を使用
する取扱いを認めること。）

・①・②顧客ニーズに合わせた柔軟な制
度要件による制度間の円滑な移行を促
進し、公的年金を補完する役割を負って
いる各企業年金制度の普及、拡充への
基盤を整備するもの。
・③キャッシュバランスプランは、運用リ
スクの年金財政への影響軽減が可能と
なる有意義な方式であり、確定給付型の
企業年金の一層の普及・充実のため更
なる選択肢の拡充を求めるもの。
・④現状、老齢給付金支給要件は60歳
以上65歳以下の規約で定める年齢に達
したときとされている。高齢者に係る勤労
形態が多様化するなかで、企業として
は、雇用政策上「雇用か年金か」という
選択肢を設けるため退職を支給要件とし
たいというニーズがあることから、例えば
60歳以上の退職を支給要件とする等の
措置を要望するもの。老後の安定という
観点からも加入者にとって特段の支障は
ないと考える。
・⑤現状、上記計算に係る割引率とし
て、「前回の財政計算の下限予定利率」
を用いることとされており、今後これが給
付利率を上回ると一時金支給が年金支
給に対し不利益となるため、一時金支給
への制限緩和を要望するもの。なお、平
成17年10月の省令改正において割引率
の一定の見直しは行われることとなる
が、一層の制限緩和をしていただきた
い。
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具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130015

zA130015

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金の老齢給付金の受
給資格は、以下のときに与えられる。
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める
年齢に達したとき
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める
厚生労働省（確
年齢に達した日以後に実施事業所に使
定給付企業年金 確定給付企業年金制度における老 確定給付企業年金
用されなくなったとき
法
における支給要 齢給付金の支給要件等の緩和
２０年を超える加入期間を老齢給付金
件の弾力化）
の給付を受けるための要件として定め
てはならない。
老齢給付支給開始要件は、法令に定
めのある事項を満たす限り、規約で定
めることとなっている。

厚生労働省

確定給付企業年金（老齢給付金）
の支給要件の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定給付企業年金の老齢給付金の受
給資格は、以下のときに与えられる。
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める
確定給付企業年金
年齢に達したとき
法
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める
年齢に達した日以後に実施事業所に使
用されなくなったとき

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c、ｄ

c

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ⅰ、Ⅱ

老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図るために
支給するものであるとの位置付けから、一定の年齢に達し
た場合に支給を開始することとしているもの。６５歳以上で
働く者は給与が下がっている現状を踏まえると、６５歳以上
の規約で定める日での支給を認めることはできない。
60歳から65歳までの間の退職時支給については、次期制
度改正時に検討。
老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図るために
支給するものであるため、一定の年齢に達した場合に支給
することとしている。ただし、従来の適格退職年金の多くが、
退職時に支給することとしている実態を踏まえ、５０歳以上６
０歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職した場
合も、年金として受給できることとしているもの。このように、
退職時の年金受給は例外的なものであり、「老齢給付金」の
趣旨を逸脱する措置を認めることは困難。
確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の生活を安
定したものにすべく行うものであり、当該事業主に２０年以
上従事していた従業員の受給権保護の観点から、認めるこ
とはできない。
加入者期間から休職期間を除いた期間を「給付算定期間」
として定め、それを基に給付額を計算することは可能。
確定給付企業年金法は、年金に重点を置いた法律であり、
「一時金＞年金」となるような取扱いは認められない。

①②確定給付企業年金制度は企業の退職金制度を移行さ
せているケースが多いが、退職金制度等の福利厚生制度
は個々の企業の実態ごとに様々である。それぞれの企業の
実態に沿った制度設計を可能とすることが、より実効性の高
い従業員の老後保障を可能にするものと考える。より、実効
性のある老後保障を実現すべく、要望に沿った検討をお願
いしたい。
③例外的な措置とはいえ、年齢５０歳０ヶ月で退職した場合
は即座に年金開始が可能であるが、年齢４９歳１１ヶ月で退
職したような場合は年齢６０歳まで年金開始をすることがで
きないという受給局面での不整合の是正を求めているもの
である。合理的な制度設計を可能とすべく、要望に沿った検
討をお願いしたい。
④２０年以上従事していた者が退職する時点では老齢にな
いケースもあり、必ずしも２０年以上従事していた従業員の
受給権保護が従業員の老後の生活の安定につながるもの
ではないと考える。企業の実態に即した制度設計を可能と
すべく、要望に沿った検討をお願いしたい。
⑤給付額の計算のための給付算定期間では、休職期間を
除いた期間とする取扱が認められているが、支給要件の加
入者期間では、休職期間を除いた期間とする取扱いが認め
られていない。そのため、支給要件と給付額計算で加入者
期間の取扱が相違し、事業主の労働協約等と異なる取扱い
をする必要等が生じている。休職期間を除いた期間とするこ
とは、合理的な理由があると考えられるため企業等の事態
に促した制度設計を可能とすべく、要望に沿った検討をお願
いしたい。
⑥本要望は「一時金＞年金」となる取扱の容認を主旨とする
ものではない。現状、脱退一時金と老齢給付金の現価相当
額との比較時期が脱退時点とされており、現価相当額は厚
生労働大臣の定める率で割り引かれた上で脱退一時金と
比較される取扱となっている。そのため「脱退一時金≧老齢
給付金の現価相当額」の要件を確保するため、脱退一時金
の繰り下げ乗率はゼロでも可とされているにもかかわらず、
実態上は付利をせざるを得ない取扱となっている。こうした
制約は、特に今後、本格化する適格退職年金からの移行に
おいて大きな阻害要因となることが懸念されるため、脱退一
時金と老齢給付金の現価相当額との比較時期を適格退職
年金と同様、支給開始時点とする取扱を要望するものであ
る。こうした主旨をご理解の上、改めて要望に沿った検討を
お願いしたい。

c､d

Ⅰ

老齢給付金は、従業員の老後の生活
の安定を図るために支給するものであ
るため、一定の年齢に達した場合に支
給することとしている。ただし、従来の
適格退職年金の多くが、退職時に支給
することとしている実態を踏まえ、５０歳
以上６０歳未満の規約で定める年齢に
達した日以後に退職した場合も、年金
として受給できることとしているもの。こ
のように、退職時の年金受給は例外的
なものであり、「老齢給付金」の趣旨を
逸脱する措置を認めることはできない。

例外的な措置とはいえ、年齢５０歳０ヶ
月で退職した場合は即座に年金開始
が可能であるが、年齢４９歳１１ヶ月で
退職したような場合は年齢６０歳まで年
金開始をすることができないという受給
局面での不整合の是正を求めているも
のである。合理的な制度設計を可能と
すべく、要望に沿った検討をお願いした
い。

c
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①②公的年金は65歳から受給できるこ
ととなっており、公的年金を補完して老
後の所得確保を図る確定給付企業年
金についても、遅くとも65歳から受給で
きる必要がある。
③あくまでも例外的な措置として、従来
の適格退職年金で可能であった50歳以
上での退職時の支給を認めているもの
であり、これ以上の緩和は困難。
④確定給付企業年金はあくまでも退職
金制度ではなく年金制度であり、20年と
いう長期間加入してある程度の掛金が
Ⅰ、Ⅱ
拠出されてきた者については、年金とし
ての受給の途を必ず確保する必要があ
る。なお、厚生年金基金においても同
様。
⑤加入者期間から休職期間を除くこと
も可能である。
⑥貴見を認めると、一時金をもらって自
ら運用した方が有利となり、年金より一
時金を奨励する結果となる。確定給付
企業年金法は、年金に重点を置いた法
律であり、そのような取り扱いは認めら
れない。

Ⅰ

あくまでも例外的な措置として、従来の
適格退職年金で可能であった50歳以上
での退職時の支給を認めているもので
あり、これ以上の緩和は困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130015

zA130015

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（確
定給付企業年金 確定給付企業年金制度における老
における支給要 齢給付金の支給要件等の緩和
件の弾力化）

厚生労働省

確定給付企業年金（老齢給付金）
の支給要件の緩和

要望
管理番号

5097

5079

要望事項
管理番号

5097A014

5079A005

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

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

要望
事項番号

14

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

65歳超で定年年齢が設定されている場
合、65歳超の規約で定める年齢に到達
した時点で年金の受給開始を可能として
いただきたい。60歳から65歳までの到達
日以外の、例えば退職日などの規約に
定める到達日から年金の支給開始を可
能としていただきたい。50歳未満で退職
した者についても、50歳以上60歳未満の
規約に定める年齢に到達した時点で年
金の受給開始を可能としていただきた
確定給付企業年金制度における老齢給
い。加入期間が20年以上の場合でも、老
付金の支給要件等の緩和
齢給付金を設定しない取扱いを可能とし
ていただきたい。加入期間から労働協約
等に規定する休職期間を控除する取扱
いを可能としていただきたい。老齢給付
金の支給年齢要件以外の要件を満たす
者に支給する脱退一時金の額につい
て、老齢給付金の受給権者になったとき
に支給する給付の現価相当額と支給開
始時点で比較する取扱いを認めて頂き
たい。

50歳未満で退職（加入者資格を喪失）し
た年金受給資格者についても、50歳以
確定給付企業年金（老齢給付金）の支給
上60歳未満の規約に定める年齢に到達
要件の緩和
した時点で年金の受給開始を可能とす
べきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

既に退職という事象が発生しており、かつ、
50歳以上の規約に定める年齢到達という要
件を満たした状態であるにもかかわらず、退
職という事象の発生時期の問題のみによっ
て年金受給を制限されることは、受給権者本
人の納得が得られない。また、企業内におけ
る制度運営の観点から、50歳以上退職者と
の均衡を図る必要がある。さらには、ライフサ
イクルなどの観点からも、50歳未満退職者に
ついて、50歳〜60歳の間における年金受給
ニーズは高いと考えられる。
・年金は退職後の所得保障を目的とするた
め、在職中に年金が開始することは制度の
趣旨に合わない。また、弾力化の措置により
事務負担の軽減を図ることができる。加入期
間が20年以上の場合であっても、年金受給
の資格を付与しないで、一時金だけの設定と
したいニーズが強い。また、制度設計の自由
化により、適格退職年金など企業の退職金
制度からの円滑な移行を促すことが期待でき
る。
・資格喪失により加入期間から休職期間の控
除は可能ではあるが、受給権の発生等が伴
うため、取扱いの緩和により複雑な制度運営
の負担の緩和を図ることができる。
・老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を
満たす者に支給する脱退一時金を繰下げす
る際に、付利は要件とされていないため、取
扱いの緩和により適格退職年金など企業の
退職金制度からの円滑な移行を促すことが
期待できる。

（１）既に退職（加入者資格喪失）という事
象が発生しており、かつ50歳以上の規約
に定める年齢到達という要件を満たした
状態であるにもかかわらず、退職（加入
者資格喪失）という事象の発生時期の問
題のみによって年金受給を制限されるこ
とは、受給権者本人の納得性が低く、企
業内における制度運営の観点からも、50
歳以上退職者とのバランス上問題であ
る。
（２）ライフサイクル上の必要性等の観点
からも、５０歳未満退職者についても５０
〜６０歳の間における年金受給ニーズは
高いと考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130015

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金(老齢給付金)に
おける支給要件の弾力化

確定給付企業年金等の財政検証
に伴う掛金追加拠出の要件緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

①〜③ 確定給付企業年金の老齢給
付金の受給資格は、以下のときに与え
られる。
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める
年齢に達したとき
確定給付企業年金
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める
法
年齢に達した日以後に実施事業所に使
用されなくなったとき
④ ２０年を超える加入期間を老齢給付
金の給付を受けるための要件として定
めてはならない。

確定給付企業年金
法第５９条〜第６３条
確定給付企業年金
法施行規則第５３条
〜第５９条、附則第２
条

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、確定給付企業年金の財政運営
基準上、シミュレーション方式（積立不
足を一定期間内に償却するように掛金
引上げを設定する方式）の選択肢をと
ることも可能となっている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

ｄ

Ⅰ

①老齢給付金は、従業員の老後の生
活の安定を図るために支給するもので
あるため、一定の年齢に達した場合に
支給することとしている。ただし、従来
の適格退職年金の多くが、退職時に支
給することとしている実態を踏まえ、５０
歳以上６０歳未満の規約で定める年齢
に達した日以後に退職した場合も、年
金として受給できることとしているもの。
このように、退職時の年金受給は例外
的なものであり、「老齢給付金」の趣旨
を逸脱する措置を認めることはできな
い。
②確定給付企業年金は、事業主が従
業員の老後の生活を安定したものにす
べく行うものであり、当該事業主に２０
年以上従事していた従業員の受給権
保護の観点から、認めることはできな
い。
③老齢給付金は、企業の従業員の老
後の安定を図るために支給するもので
あるとの位置付けから、一定の年齢に
達した場合に支給を開始することとして
いるもの。６５歳以上で働く者は給与が
下がっている現状を踏まえると、６５歳
以上の規約で定める日での支給を認め
ることはできない。

Ⅲ

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、平成15年12月、確定給付企業年
金の財政運営基準に、各年金プランが
弾力的運営ができるようシミュレーショ
ン方式（積立不足を一定期間内に償却
するように掛金引上げを設定する方式）
の選択肢を追加したところであり、厚生
年金基金・確定給付企業年金間の移行
において新たな負担が生じることはな
い。なお、適格退職年金からの移行に
ついては、緩和措置が経過措置として
設けられている。
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その他

当室からの
再検討要請

労使合意に基づく弾力的な制度設計を
認めるべきである。要望理由にあるとお
り、例えば、年齢60歳以上65歳以下の
場合には、在職中から年金支給が始ま
ることになり、退職後の所得保障という
私的年金制度の趣旨に合わないことに
なる。また、一律に加入期間20年で年
金受給資格を付与するならば、18歳加
入で38歳退職の若年者にまで資格を付
与することになる。さらに、65歳を超え
る定年制を有するなど65歳で年金開始
がそぐわない企業もあり、労使合意に
基づく年金開始期を定めることができる
ようにすることは実情に即した規制とい
える。再検討願いたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

60歳から65歳までの間の退職時支給
については、次期制度改正時に検討。
確定給付企業年金法附則において施
行（平成14年4月）後5年を経過した場
合に、必要があると認めるときは検討を
加え、必要な措置を講ずる旨の検討規
定が置かれているが、具体的な改正の
時期は今後の検討等によるので、現時
点で確定することは困難である。
確定給付企業年金はあくまでも退職金
制度ではなく年金制度であり、20年とい
う長期間掛金が拠出されてきた者につ
いては、年金としての受給の途を必ず
確保する必要がある。なお、厚生年金
基金においても同様。また、支給開始
年齢はあくまで原則として60〜65歳の
規約で定める年齢であり、若年退職時
に支給できるものではない。
公的年金は65歳から受給できることと
なっており、公的年金を補完して老後の
所得確保を図る確定給付企業年金に
ついても、遅くとも65歳から受給できる
必要がある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130015

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金(老齢給付金)に
おける支給要件の弾力化

確定給付企業年金等の財政検証
に伴う掛金追加拠出の要件緩和

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A064

5053A070

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

64

70

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）

①ａ）50歳未満で退職した者についても、
50歳以上60歳未満の規約に定める年齢
に到達した時点で年金の受給開始を可
能とすべきである。
（要望の理由 右下の続き）
ｂ）60歳から65歳までの到達日以外の、
③2004年の高年齢者雇用安定法の改正
例えば退職日などの規約に定める到達
により65歳までの継続雇用が義務化さ
日から年金の支給開始を可能とすべき
確定給付企業年金(老齢給付金)におけ
れ、65歳超の定年年齢設定や定年制を
である。
る支給要件の弾力化
廃止する企業もでることが想定され、労
②加入期間が20年以上の場合でも、老
使合意のもと、65歳超の企業の実情に
齢給付金を設定しない取扱いを可能とす
合った支給開始年齢が選択できるように
べきである。
すべきである。
③65歳超で定年年齢が設定されている
場合、65歳超の規約で定める年齢に達
した時点での受給開始を可能とすべきで
ある。

①ａ）既に退職という事象が発生してお
り、かつ、50歳以上の規約に定める年齢
到達という要件を満たした状態であるに
もかかわらず、退職という事象の発生時
期の問題のみによって年金受給を制限
されることは、受給権者本人の納得が得
られない。また、企業内における制度運
営の観点から、50歳以上退職者との均
衡を図る必要がある。さらには、ライフサ
イクルなどの観点からも、50歳未満退職
者について、50歳〜60歳の間における
年金受給ニーズは高いと考えられる。
ｂ）年金は退職後の所得保障を目的と
するため、在職中に年金が開始すること
は制度の趣旨に合わない。また、弾力化
の措置により事務負担の軽減を図ること
ができる。
②加入期間が20年以上の場合であって
も、年金受給の資格を付与しないで、一
時金だけの設定としたいニーズが強い。
また、制度設計の自由化により、適格退
職年金など企業の退職金制度からの移
行を促すことが期待できる。

①老齢給付金の支給開始は、60歳〜65
歳の到達日であり、50歳以上で退職した
場合には、退職時から年金受給が可能
となっている。
ａ）50歳未満で退職(加入者資格の喪
失)した場合は、60歳到達時まで年金の
受給ができない。
ｂ）企業の定年が、例えば年齢満60歳
の誕生日以降に到来する３月末日であ
る場合は、年金の開始（60歳誕生日）は
在職中となってしまう。
②老齢給付金について、20年を超える加
入期間を受給資格の要件として定めて
はならないことになっている。
③老齢給付金の支給開始は65歳超とで
きない。

代行返上等の制度間移行によって大
幅に掛金負担が増加することがないよう
確定給付企業年金等の財政検証に伴う
に、非継続基準に抵触した場合の積立
掛金追加拠出の要件緩和
期限を弾力化すべきである（掛金拠出年
数を延長する）。

厳しい運用環境の中で、企業年金を維
持していこうとする基金や母体企業に対
し、検証結果により新たな掛金拠出を求
めることは、かえって年金制度存続の道
を険しくすることに繋がるおそれがある。
企業年金制度は長期にわたって継続さ
れることに鑑み、環境変動による制度運
営負荷を軽減する観点から、特に代行
返上などの一時的な特殊事由に基づく
非継続基準抵触時の掛金拠出の要件緩
和が求められる。

確定給付企業年金及び厚生年金基金
は、決算時に財政検証を実施し、制度間
移行等の有無に関わらず、非継続基準
の適用により一定期間内の積立基準確
保が求められている。積立比率（積立金
額／最低積立基準額）が0.8未満の部分
は５年、0.8以上0.9未満の部分は10年、
0.9以上の部分は15年で、それぞれ不足
分を解消する必要がある。また、積立水
準の回復計画を作成する方法も認めら
れている。
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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）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

確定給付企業年金
の規約の承認及び
認可の基準について
（平成14年３月29日
確定給付企業年金における制度設 年企発第0329003
号）
計の自由度向上
別紙１：確定給付企
業年金の規約の承
認及び認可の基準
３−２−（４）給付額
の算定方法

確定給付企業年金
法第５９条〜第６３条
確定給付企業年金･厚生年金基金 確定給付企業年金
における財政運営の自由度向上① 法施行規則第５３条
〜第５９条、附則第２
条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

掛金に加入者負担のある制度におけ
る給付の額は、当該加入者負担をしな
いものにかかる給付の額を定めなけれ
ばならない。また、給付額について、当
該掛金の負担額に相当する額程度の
差を設けなければならない。

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、確定給付企業年金の財政運営
基準上、シミュレーション方式（積立不
足を一定期間内に償却するように掛金
引上げを設定する方式）の選択肢をと
ることも可能となっている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

ｄ

Ⅰ、Ⅳ

確定給付企業年金法第31条第２項に
定める「不当な差別」につながるおそれ
があることから、現時点での緩和措置
は考えていない。

Ⅲ

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、平成15年12月、確定給付企業年
金の財政運営基準に、各年金プランが
弾力的運営ができるようシミュレーショ
ン方式（積立不足を一定期間内に償却
するように掛金引上げを設定する方式）
の選択肢を追加したところであり、厚生
年金基金・確定給付企業年金間の移行
において新たな負担が生じることはな
い。なお、適格退職年金からの移行に
ついては、緩和措置が経過措置として
設けられている。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

zA130016

厚生労働省

確定給付企業年金における制度設
計の自由度向上

要望
管理番号

要望事項
管理番号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

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

50/216

具体的事業の
実施内容

要望理由

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）

管理コード

zA130016

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

複数の事業主が１つの年金制度を実施
している場合において、一部の事業所
のみ確定拠出年金へ移行するには、制
度全体の最低積立基準額（もしくは数
理債務）に対する不足分を一括拠出し
なければならない。

厚生労働省

確定給付企業年金
確定給付企業年金・厚生年金基金
法施行令第77条
における財政運営の自由度向上③ 厚生年金保険法施
行令第41条の６

厚生労働省

確定給付企業年金・厚生年金基金 厚生年金保険法、確 の一部の実施事業所に係る権利義務
定給付企業年金法 を他の厚生年金基金又は確定給付企
における制度運営の自由度向上

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅱ

確定給付企業年金や厚生年金基金
の一部を確定拠出年金に移行する際
の、全体としてのフルファンディング規
定を緩和することは、受給権保護の観
点から、考えていない。

Ⅰ

実施事業所に使用される者の権利義
務のうち一部のみを他の制度へ移転す
る場合、加入期間をどのように分散して
移転するか等の問題があるため、認め
ることは困難。

厚生年金基金又は確定給付企業年金
zA130016

業年金に移転することができる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

51/216

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金・厚生年金基金
における財政運営の自由度向上③

確定給付企業年金・厚生年金基金
における制度運営の自由度向上

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A018

5071A020

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

18

20

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

・複数事業主が1つの年金制度を実施し
ている場合、一部の事業所のみ確定拠
出年金へ移行したいというニーズも生じ
ている。この場合、現状の法令において
は制度全体の最低積立基準額（もしくは
数理債務）に対する不足分を一括拠出し
なければ、当該事業所に係る年金資産
を確定拠出年金制度へ移換することは
確定給付企業年金・厚生年金基金にお
できない。
ける財政運営の自由度向上③
・このような場合においても、確定拠出年
金へ移行する事業所に係る最低積立基
準額（もしくは数理債務）の不足分を一括
拠出すれば、当該事業所に係る年金資
産を確定拠出年金制度へ移換できるよ
う、一括拠出の範囲を緩和して頂きた
い。

・現状の法令においては、確定拠出年金
へ移行しない事業所についても最低積
立基準額（もしくは数理債務）に対する不
足分を一括拠出する必要がある。このよ
うに確定拠出年金への移行とは無関係
の事業所においても追加負担が発生す
るスキームとなっており、結果的に一部
の事業所のみ確定拠出年金へ移行する
ことは非常に困難な状況にある。
・この為、一括拠出の範囲を緩和するこ
とにより、確定拠出年金への移行の自由
度が向上するよう要望するもの。

・「一部の実施事業所に係る権利義務承
継」のように対象者を区分して権利義務
承継することは認められているが、以下
のように「一部の給付に係る権利義務承
継」は現状認められていない。
「第1年金と第2年金からなる2階建ての
確定給付企業年金・厚生年金基金にお 制度において、一部の実施事業所の第2
ける制度運営の自由度向上
年金部分を別の確定給付企業年金制度
へ権利義務承継する場合若しくは当該
事業所のみで新たに確定給付企業年金
制度を実施する場合」
・このような「一部の給付に係る権利義
務承継」についても可能として頂きたい。

・今後、複数事業主による確定給付企業
年金が増加していくにつれて、上記のよ
うなニーズも出てくると思われるので、企
業側のニーズに柔軟に対応できるよう要
望するもの。
・例えば、複数事業主が1つの年金制度
を実施している場合で、全事業主共通の
給付設計に加えて親会社のみが退職金
を移行しているケースにおいて、親会社
の一部を共に確定給付企業年金制度を
実施している子会社に営業譲渡した場
合に、当該退職金移行部分に係る給付
のみを子会社が実施する別の確定給付
企業年金に権利義務承継することを可
能とするための措置。
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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）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

確定給付企業年金
法第５９条〜第６４条
確定給付企業年金
法施行令第３７条
確定給付企業年金
確定給付企業年金における財政検 法施行規則第５３条
証の割引計算に用いる予定利率の 〜第６６条、附則第２
条
水準設定の弾力化
確定給付企業年金
法施行規則第５５条
第１項第１号に規定
する予定利率（厚生
労働省告示）

制度の現状

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、非継続基準に用いる予定利率に
ついて、30年国債5年平均に0.8〜1.2を
乗じたものを用いることができることと
なっている。

確定給付企業年金の老齢給付金の受
給資格は、以下のときに与えられる。
・ ６０歳以上６５歳以下の規約で定める
年齢に達したとき
厚生労働省（確
・ ５０歳以上６０歳未満の規約で定める
定給付企業年
金、厚生年金基
確定給付企業年金制度における老 確定給付企業年金 年齢に達した日以後に実施事業所に使
用されなくなったとき
金における制度
法第36条、第41条
２０年を超える加入期間を老齢給付金
設計・財政運営 齢給付金の支給要件等の緩和
の給付を受けるための要件として定め
の自由度の向
てはならない。
上）
老齢給付支給開始要件は、法令に定
めのある事項を満たす限り、規約で定
めることとなっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

d

c、ｄ

その他

当室からの
再検討要請

確定給付企業年金の財政検証につい
ては、平成15年度から、非継続基準に
用いる予定利率について、20年国債5
年平均に0.8〜1.2を乗じたものを用いる
Ⅰ、Ⅱ、
ことができるよう弾力化されたが、その
Ⅲ
後、金利水準の短期的な変動による影
響をできるだけ抑制する観点から、30
年国債5年平均に0.8〜1.2を乗じたもの
を用いることができることとした。

Ⅰ、Ⅱ

老齢給付金は、企業の従業員の老後の安定を図るために
支給するものであるとの位置付けから、一定の年齢に達し
た場合に支給を開始することとしているもの。６５歳以上で
働く者は給与が下がっている現状を踏まえると、６５歳以上
の規約で定める日での支給を認めることはできない。また、
年齢に到達したら早急に支給する必要があり、到達日以降
一定期間をおいてからの支給を認めることはできない。
老齢給付金は、従業員の老後の生活の安定を図るために
支給するものであるため、一定の年齢に達した場合に支給
することとしている。ただし、従来の適格退職年金の多くが、
退職時に支給することとしている実態を踏まえ、５０歳以上６
０歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職した場
合も、年金として受給できることとしているもの。このように、
退職時の年金受給は例外的なものであり、「老齢給付金」の
趣旨を逸脱する措置を認めることは困難。
確定給付企業年金は、事業主が従業員の老後の生活を安
定したものにすべく行うものであり、当該事業主に２０年以
上従事していた従業員の受給権保護の観点から、認めるこ
とはできない。
加入者期間から休職期間を除いた期間を「給付算定期間」
として定め、それを基に給付額を計算することは可能。
確定給付企業年金法は、年金に重点を置いた法律であり、
「一時金＞年金」となるような取扱いは認められない。
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（本項目は、要望事項管理番号
5097A014・管理コードzA130015（確定
給付企業年金制度における老齢給付
金の支給要件等の緩和）と統合の上、
回答されたい。）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における財政検
証の割引計算に用いる予定利率の
水準設定の弾力化

厚生労働省（確
定給付企業年
金、厚生年金基
確定給付企業年金制度における老
金における制度
設計・財政運営 齢給付金の支給要件等の緩和
の自由度の向
上）

要望
管理番号

5079

5097

要望事項
管理番号

5079A003

5097A014

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

2

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

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

生命保険協会

要望
事項番号

3

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

確定給付企業年金制度に課されている
確定給付企業年金における財政検証の 財政検証につき、現実的な運用利率や
割引計算に用いる予定利率の水準設定 運用上のボラティリティ等を勘案し、非継
の弾力化
続基準の予定利率の弾力化を認めるべ
きである。

65歳超で定年年齢が設定されている場
合、65歳超の規約で定める年齢に到達
した時点で年金の受給開始を可能として
いただきたい。60歳から65歳までの到達
日以外の、例えば退職日などの規約に
定める到達日から年金の支給開始を可
能としていただきたい。50歳未満で退職
した者についても、50歳以上60歳未満の
規約に定める年齢に到達した時点で年
金の受給開始を可能としていただきた
確定給付企業年金制度における老齢給
い。加入期間が20年以上の場合でも、老
付金の支給要件等の緩和
齢給付金を設定しない取扱いを可能とし
ていただきたい。加入期間から労働協約
等に規定する休職期間を控除する取扱
いを可能としていただきたい。老齢給付
金の支給年齢要件以外の要件を満たす
者に支給する脱退一時金の額につい
て、老齢給付金の受給権者になったとき
に支給する給付の現価相当額と支給開
始時点で比較する取扱いを認めて頂き
たい。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

（１）非継続基準の予定利率は、３０年国
債５年平均の１．２倍まで緩和されたが、
実際の企業年金の運用の期待収益率と
の乖離はまだ大きく、運用期待収益率と
予定利率の差は全て積立過剰となってし
まい、企業に余分な拠出金負担を強いる
ことになる。又、企業の運用に対する意
欲・株式市場への投資意欲を、阻害する
ことになる。
（２）また、非継続基準の債務の概念は、
実際の退職金とは大幅に異なるもので
あり、企業からすると過大な保全と言わ
ざるを得ない。更に、非継続基準の評価
によって算出された不足分を埋め合わせ
るための資金の確保ができず、結果とし
て税制適格年金から確定給付企業年金
への移行を躊躇させる要因となってい
る。

既に退職という事象が発生しており、かつ、
50歳以上の規約に定める年齢到達という要
件を満たした状態であるにもかかわらず、退
職という事象の発生時期の問題のみによっ
て年金受給を制限されることは、受給権者本
人の納得が得られない。また、企業内におけ
る制度運営の観点から、50歳以上退職者と
の均衡を図る必要がある。さらには、ライフサ
イクルなどの観点からも、50歳未満退職者に
ついて、50歳〜60歳の間における年金受給
ニーズは高いと考えられる。
・年金は退職後の所得保障を目的とするた
め、在職中に年金が開始することは制度の
趣旨に合わない。また、弾力化の措置により
事務負担の軽減を図ることができる。加入期
間が20年以上の場合であっても、年金受給
の資格を付与しないで、一時金だけの設定と
したいニーズが強い。また、制度設計の自由
化により、適格退職年金など企業の退職金
制度からの円滑な移行を促すことが期待でき
る。
・資格喪失により加入期間から休職期間の控
除は可能ではあるが、受給権の発生等が伴
うため、取扱いの緩和により複雑な制度運営
の負担の緩和を図ることができる。
・老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を
満たす者に支給する脱退一時金を繰下げす
る際に、付利は要件とされていないため、取
扱いの緩和により適格退職年金など企業の
退職金制度からの円滑な移行を促すことが
期待できる。

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）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

財政再計算を実施する場合の計算基
準日について、
確定給付企業年金における財政運 確定給付企業年金 ①適用日前１年以内のいずれかの日
法施行規則第49条 ②適用日前１年６ヶ月以内の確定給付
営の自由度向上
企業年の決算日
の何れかで定める必要がある。

厚生労働省（確
定給付企業年
金、厚生年金基
確定給付企業年金・厚生年金基金
金における制度
設計・財政運営 における制度設計の自由度向上
の自由度の向
上）

②給付減額の際には、減額対象者（加
入者や受給者）の３分の２以上の同意
等のほか、給付減額の適切な理由が
必要。
③キャッシュバランスプランにおいて
は、一定の要件のもとで、受給開始後
の最低保障額を指標に連動させて改定
することが可能となっている。キャッシュ
確定給付企業年金
バランスプランの再評価指標について
法、厚生年金保険
は、客観的かつ合理的に予測可能なも
法、関連政省令・通
のであり、ある程度安定的なものにつ
知
いて、指標として用いることを認めてお
り、定率、国債の利回りに加えて、「全
国消費者物価指数」、「賃金指数」を用
いることができることとなっている。
⑤選択一時金の支給上限である「保証
期間に係る現価相当額」の計算に用い
る割引率として、「前回の財政計算の下
限予定利率」を用いることとしている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

①：ｃ
②：ｃ
③：ｃ
⑤：ｄ

Ⅲ

Ⅰ〜Ⅳ

初回決算をむかえる前の財政再計算
では、加入者数の大幅変動等、変更計
算を実施する理由となった事象が発生
する前のデータを基礎とすることとなっ
てしまうので、認められない。

①加入者期間・加入者待機期間に係る制限を緩和すること
で、例えば、給付開始時期を遅らせるなどのおそれがあり、
受給者保護の観点から緩和は考えていない。
②加入者や受給者等の受給権保護等を図るため、必要な
手続きを経ずして、給付の内容が容易に変更できる完全調
整の導入は、現時点では考えていない。
③キャッシュバランスプランにおいては、受給開始後の最低
保障額を指標に連動させて改定する取扱いを認めていな
かったが、平成１５年の弾力化により、一定の要件のもとで
は、受給開始後の最低保障額を指標に連動させて改定する
ことが可能となっている。なお、給付額に下限を設けない制
度については、確定給付という趣旨にそぐわないため、導入
困難。キャッシュバランスプランの再評価指標については、
客観的かつ合理的に予測可能なものであり、ある程度安定
的なものについて、指標として用いることを認めており、定
率、国債の利回りに加えて、「全国消費者物価指数」、「賃金
指数」を用いることができるよう平成１５年５月に弾力化。
「市場インデックス」については、客観的かつ合理的に予測
可能である程度安定的という要件を満たさないものと考えら
れるため、指標として用いることは認められない。
⑤下限予定利率が給付利率を上回った場合には、年金額
の増額で対応するのが適切と考られる。

当室からの
再検討要請

その他

・変更計算を実施する理由となった事
象発生前のデータを用いることが適当
でないケースに対する制約は、初回決
算を迎えたか否かとは関係なく設ける
べき基準であり、初回決算を迎えてい
ないケースのみ計算基準日の定めを厳
しく設定することにはつながらないと考
えられるため、再検討をお願いしたい。
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c

②について
・完全調整を行う際の基準となる厚生年金基金制度の給付
設計によっては、加入年数が伸びても給付額が減少する適
格年金制度が存在するが、今後、適格年金制度から確定給
付企業年金制度への移行が増加するにあたり、従前同様
の調整を継続したいというニーズが高まることは確実と思わ
れる。
・確定給付年金制度全体として（厚生年金基金制度及び確
定給付企業年金制度の給付額を合算して）、加入年数の伸
びに応じて給付額が減少しないことを前提に、上記の調整
を認めていただくよう、再検討をお願いしたい。
⑤について
・確かに年金額を増額することで対応は可能であるが、財政
計算以降に下限予定利率が引き下がっても、一旦増額した
年金額を引下げることは給付減額に該当し容易ではないた
め、事業主にとっては年金額を増額して対応することは現実
的ではないと考えられる。
・一方、年金額を増額しなければ、法第４１条第２項第２号に
定める脱退一時金および老齢給付金に代えて支給する選
択一時金として、予め規約に定めた額を支給できなくなり、
従業員にとって不利益となる。
・従って、将来、下限予定利率が上昇しうることを考慮する
と、CBプランおよび疑似CBプランのように年金額が自動改
定するような制度以外は導入困難と考えられる。CBプラン
や疑似CBプランではなく受給中の給付が安定する従来型
の制度が導入しにくくなることは従業員にとって不利益と考
えられるため、再検討をお願いしたい。
④について
回答を示されたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①:c
②:c
③:c
④:c
⑤:d

Ⅲ

初回決算をむかえる前の財政再計算
は、加入者数の大幅変動等があった場
合に行われるものであり、要望の通りと
すると当該財政再計算を変更計算を実
施する理由となった事象が発生する前
のデータを基礎とすることとなってしま
い、財政再計算の趣旨が失われるた
め、認められない。

②加入者や受給者等の受給権保護等
を図るため、必要な手続きを経ずして、
給付の内容が容易に変更できる完全
調整の導入は、現時点では考えていな
い。（「完全調整」とは、給付減額等を労
使合意のみで調整することを指すもの
と思料。）
⑤仮に年金を増額しなくても、規約に基
づく給付は行われているので、問題は
ない。年金を増額した場合には、下限
Ⅰ〜Ⅳ 予定利率が下がったからといって、給
付減額をする必要はない。
④60歳から65歳までの間の退職時支
給については、次期制度改正時に検
討。確定給付企業年金法附則において
施行（平成14年4月）後5年を経過した
場合に、必要があると認めるときは検
討を加え、必要な措置を講ずる旨の検
討規定が置かれているが、具体的な改
正の時期は今後の検討等によるので、
現時点で確定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における財政運
営の自由度向上

厚生労働省（確
定給付企業年
金、厚生年金基
確定給付企業年金・厚生年金基金
金における制度
設計・財政運営 における制度設計の自由度向上
の自由度の向
上）

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A019

5071A014

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

2

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

19

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・財政再計算を実施する場合の計算基
準日について、
①適用日前1年以内のいずれかの日
②適用日前1年6ヶ月以内の確定給付企
業年金の決算日
の何れかで定める必要があるが、確定
給付企業年金で初回決算を行っていな
い場合、②を採用することはできず、①
確定給付企業年金における財政運営の に従って計算基準日を定める必要があ
自由度向上
る。
・この部分につき、確定給付企業年金で
初回決算を行っていない場合であって
も、適用日前1年6ヶ月以内の適格年金
（権利義務承継の場合に限る）もしくは厚
生年金基金の決算月であれば、当該決
算月を計算基準日とする取扱いも認め
て頂きたい。

・確定給付企業年金では、適格退職年
金や退職一時金において認められてい
る加入資格、給付設計等の要件につい
て適用できないものがある。また、キャッ
シュバランスプランに係る要件、老齢給
付金支給要件、選択一時金支給要件等
により、円滑な制度移行や、高齢者に係
る勤労形態の多様化への対応に支障を
きたすケースが生じている。
・退職一時金制度や適格退職年金から
の円滑な移行を促進するために、以下
の項目についての制限を緩和ないし弾
力化すること。
①加入者期間・加入待期期間に係る制
限の緩和
確定給付企業年金・厚生年金基金にお ②給付における完全調整の容認
ける制度設計の自由度向上
③キャッシュバランスプランに係る選択
肢の拡大（給付額に下限を設けない制
度の導入、下限を設ける場合の運営の
弾力化、再評価指標の拡大）
④確定給付企業年金法における老齢給
付金の支給要件の緩和（例えば、60歳
以上の退職を支給要件とすることを可能
とすること。）
⑤選択一時金の支給上限に係る制限の
緩和（例えば、選択一時金の支給上限で
ある「保証期間に係る現価相当額」の計
算に用いる割引率として、「一時金選択
時に支給されている年金額または支給さ
れる予定の年金額の給付利率」を使用
する取扱いを認めること。）
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・現状では確定給付企業年金の初回決
算を行っていない場合において、上記①
により財政再計算を行う必要があり、決
算日以外を計算基準日として改めて
データ確定した後に財政再計算を行うこ
ととなるので、円滑な規約変更に係る認
可申請の妨げとなっている。本要望は、
初回決算を行っていない場合であって
も、初回決算後の取扱いと同様の取扱
いを要望するものである。

・①・②顧客ニーズに合わせた柔軟な制
度要件による制度間の円滑な移行を促
進し、公的年金を補完する役割を負って
いる各企業年金制度の普及、拡充への
基盤を整備するもの。
・③キャッシュバランスプランは、運用リ
スクの年金財政への影響軽減が可能と
なる有意義な方式であり、確定給付型の
企業年金の一層の普及・充実のため更
なる選択肢の拡充を求めるもの。
・④現状、老齢給付金支給要件は60歳
以上65歳以下の規約で定める年齢に達
したときとされている。高齢者に係る勤労
形態が多様化するなかで、企業として
は、雇用政策上「雇用か年金か」という
選択肢を設けるため退職を支給要件とし
たいというニーズがあることから、例えば
60歳以上の退職を支給要件とする等の
措置を要望するもの。老後の安定という
観点からも加入者にとって特段の支障は
ないと考える。
・⑤現状、上記計算に係る割引率とし
て、「前回の財政計算の下限予定利率」
を用いることとされており、今後これが給
付利率を上回ると一時金支給が年金支
給に対し不利益となるため、一時金支給
への制限緩和を要望するもの。なお、平
成17年10月の省令改正において割引率
の一定の見直しは行われることとなる
が、一層の制限緩和をしていただきた
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）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

キャッシュバランスプランにおいては、
一定の要件のもとで、受給開始後の最
低保障額を指標に連動させて改定する
ことが可能となっている。
確定給付企業年金 キャッシュバランスプランの再評価指
確定給付企業年金におけるキャッ
法、厚生年金保険 標については、客観的かつ合理的に予
シュバランスプランの選択肢の拡充 法、関連政省令・通 測可能なものであり、ある程度安定的
知
なものについて、指標として用いること
を認めており、定率、国債の利回りに加
えて、「全国消費者物価指数」、「賃金
指数」を用いることができることとなって
いる。

厚生労働省

確定給付企業年金
法施行規則第58条、
第59条
確定給付企業年金・厚生年金基金
厚生年金保険法関
における財政運営の自由度向上② 連通知（厚生年金基
金の財政運営につい
て）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

非継続基準の財政検証に抵触した場
合の対応として、現状の法令では
①積立比率に応じた掛金を追加拠出す
る方法
②回復計画を策定する方法
の２通りが定めれている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c、ｄ

ｂ

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①キャッシュバランスプランにおいて
は、受給開始後の最低保障額を指標に
連動させて改定する取扱いを認めてい
なかったが、平成１５年の弾力化によ
り、一定の要件のもとでは、受給開始
後の最低保障額を指標に連動させて改
定することが可能となっている。なお、
給付額に下限を設けない制度について
は、確定給付という趣旨にそぐわない
ため、導入困難。
②キャッシュバランスプランの再評価指
Ⅰ〜Ⅳ
標については、客観的かつ合理的に予
測可能なものであり、ある程度安定的
なものについて、指標として用いること
を認めており、定率、国債の利回りに加
えて、「全国消費者物価指数」、「賃金
指数」を用いることができるよう平成１５
年５月に弾力化。「市場インデックス」に
ついては、客観的かつ合理的に予測可
能である程度安定的という要件を満た
さないものと考えられるため、指標とし
て用いることは認められない。

キャッシュバランスプランについて、一
連の緩和が進められてきたことは評価
できるが、より導入しやすくするために
は要望した内容がぜひとも必要であ
る。
①給付額に下限を設けない制度であっ
ても、給与×給付率の金額（元本）は確
保され、一時金ベースでの減額は生じ
ないことから、確定給付という趣旨を損
なうものではないと考える。
②実際の積立金運用に即した指標を用
いることは合理的である。従前の指標と
「市場インデックス」を組み合わせること
によってリスクを分散させることが可能
であり、さらなるリターンの追求も可能
である。選択そのものは労使の話し合
いに委ね、更なる指標を選択肢として
増やしていただくことを要望する。

c､d

ご要望をふまえ、今後、対応を検討す
る。

今後の具体的な検討スケジュールを示
されたい。

b

Ⅲ、Ⅳ
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①給付額に下限を設けない制度につい
ては、確定給付という趣旨にそぐわない
ため、導入困難。
②キャッシュバランスプランの再評価指
標については、客観的かつ合理的に予
測可能なものであり、ある程度安定的
なものについて、指標として用いること
Ⅰ〜Ⅳ を認めており、定率、国債の利回りに加
えて、「全国消費者物価指数」、「賃金
指数」を用いることができるよう平成１５
年５月に弾力化。「市場インデックス」に
ついては、客観的かつ合理的に予測可
能である程度安定的という要件を満た
さないものと考えられるため、指標とし
て用いることは認められない。

Ⅲ、Ⅳ スケジュールも含め、検討中。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130016

zA130016

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金におけるキャッ
シュバランスプランの選択肢の拡充

確定給付企業年金・厚生年金基金
における財政運営の自由度向上②

要望
管理番号

5053

5071

要望事項
管理番号

5053A066

5071A017

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

社団法人信託協会

要望
事項番号

66

17

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

退職一時金制度や適格退職年金から
の円滑な移行を促進するために、以下
のとおりキャッシュバランスプランに係る
選択肢の拡充を行うべきである。
確定給付企業年金におけるキャッシュバ ①給付額に下限を設けない制度の導
ランスプランの選択肢の拡充
入、あるいは、下限を設ける場合はさら
なる運営の弾力化を行うこと
②市場インデックスなどを用い、従前の
再評価率と組み合わせた再評価指標の
拡大を行うこと

・非継続基準の財政検証に抵触した場
合の対応として、現状の法令では
①積立比率に応じた掛金を追加拠出す
る方法
②回復計画を策定する方法
の2通りが認められている。
・財政検証に抵触した決算年度の翌々
年度初において制度変更や繰越不足金
の解消を行うことを決定した場合、②で
は当該変更等を考慮した上で翌々年度
確定給付企業年金・厚生年金基金にお
初からの掛金を設定することができる
ける財政運営の自由度向上②
が、①では当該変更等による最低積立
基準額や翌々年度以降の掛金水準の変
動を見込んで追加拠出額を設定すること
ができない。
・この部分につき、②の取扱いと同様、
決算以降の制度変更や繰越不足金の解
消による最低積立基準額や翌々年度以
降の掛金水準の変動を考慮して追加拠
出額を算定できるようにして頂きたい。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

キャッシュバランスプランは、運用リス
クの年金財政への影響軽減が可能とな
る有意義な方式であることから、確定給
付型の企業年金における一層の普及・
充実のためには、さらなる選択肢の拡充
が必要である。
特に、再評価率については、キャッシュ
バランスプランの魅力を高めるため、あ
るいは資産運用との連動性を高めるた
めにも市場インデックスを組み入れた複
合ベンチマークの指標の採用を認める
べきである。

①あらかじめ定めた給付を算定する際
の年金換算利率は通常、下限予定利率
を用いるが、下限予定利率が低下した場
合において年金換算利率の引下げを行
うと、当初の下限利率で定める最低保証
額を下回るケースがでる。2003年５月30
日厚生労働省令の改正により、規約に
改定方法を示し、受給者の事前同意を
得るなどの一定条件のもとで最低保証
額の変動が可能となっている。②再評価
率については、2003年５月30日法令解
釈（年発第0530001号）の改正により、賃
金指数や物価指数も適用が可能となっ
たが、市場連動する評価率は採用され
ていない。

・給付減額や繰越不足金の解消のような
財政健全化策を実施した場合であって
も、それとは無関係に追加拠出の額が
決まるとなると、財政健全化の意欲が削
がれ、健全な財政運営の遂行の妨げと
なる可能性があるので、回復計画と同様
の取扱いを要望するもの。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130017

zA130017

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金の規約の制定・変
更においては、軽微な変更を除き厚生
労働大臣の承認が必要。（軽微な変更
確定給付企業年金における規約の 確定給付企業年金 は届出。一部、届出を不要とするものも
ある。）
法
承認・認可申請手続きの緩和
確定給付企業年金の一部の事業所
に係る権利義務を他の確定給付企業
年金に承継する場合には、厚生労働大
臣の承認、認可が必要。

確定給付企業年金における規約の 確定給付企業年金 確定給付企業年金においては、承
法、関連政省令及び 認・認可基準が法令等によって明確化
承認・認可基準の明確化
通知
されていない部分がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

仮に将来、適格年金からの移行が現
在より多数生じた場合においても、現在
と同程度の審査期間で認可・承認を行
うために手続を緩和することは、受給権
保護等の観点から困難であると考えて
いる。
確定給付企業年金における規約の変
Ⅰ、Ⅱ、 更にかかる承認・認可申請手続きにつ
Ⅲ
いては、他の確定給付企業年金へ権利
義務の承継を行う場合、加入者にとっ
て、将来の給付の額が減るなど不利益
な変更となる恐れがあることから承認・
認可としているところであり、事後の届
出とすることはできない。
添付書類については、承認等に当たり
必要最低限のものである。

ｂ

確定給付企業年金の規約の承認及
び認可基準については、「確定給付企
業年金の規約の承認及び認可基準に
ついて」（平成14年３月29日年企発第
Ⅰ〜Ⅳ 0329003号・年運発0329002号）におい
て、明らかにしているところ。これ以上
具体的な基準を包括的に示すことは困
難である。なお、個別の照会事例等に
ついては、別途公表することとしたい。
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その他

当室からの
再検討要請

「別途公表する」時期を明示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅰ〜Ⅳ スケジュールも含め、検討中。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130017

zA130017

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における規約の
承認・認可申請手続きの緩和

確定給付企業年金における規約の
承認・認可基準の明確化

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A021

5071A022

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

21

22

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

確定給付企業年金における規約の承
認・認可申請手続きの緩和

確定給付企業年金における規約の承
認・認可基準の明確化
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・確定給付企業年金制度では、規約（制
度）の制定・変更にかかる承認・認可申
請手続について、適格退職年金制度か
らの移行の場合を含め、原則として、厚
生労働大臣へ申請書を提出し、事前に
承認・認可を受ける手続きを行わなけれ
ばならない。（届出で足りる範囲は限定
的である。）また、申請に要する書類は
多岐に亘っている。このため、円滑な規
約の制定・変更に支障をきたす恐れがあ
る。
・一定の要件を充たす場合（転籍の発生
に伴うポータブルペンションの実施等）に
ついては、事前の承認・認可手続を緩和
し、事後の届出で足りる範囲及び届出を
不要とする範囲を拡大することを認めて
いただきたい。
・また、事前の承認・認可手続を要する
場合においても、申請手続きに係る提出
書類の簡素化を図っていただきたい。

・現状の確定給付企業年金の承認・認可手
続においては、原則として事前の承認・認可
手続が必要とされており、過度の規制となっ
ていると考えられる。特に、適格年金では大
多数が自主審査を経て受託機関が国税庁へ
届出を行っているのに対し、確定給付企業年
金では事業主が厚生労働大臣へ承認・認可
申請を行わなければならず、委託者の負担
が大きく増加している。
・また、厚生年金基金は最多でも1,800基金
程度であったため認可申請制度でも可能で
あったと思われるが、現在の50,000件以上の
適格年金（100人以上でも10,000件超）が確
定給付企業年金へ移行するにあたっては、
スムーズな許認可運営のためにも、手続きの
緩和が不可欠と考える。
・確定給付企業年金の導入から約３年間が
経過したところで確定給付企業年金の実施
件数は約1,100件を超えたところであるが、一
方で、適格年金の廃止までの期間が約７年
間であることを踏まえると、今後、確定給付
企業年金の承認・認可申請の件数は大幅に
増加するものと予想される。このため、現実
的には、受給権保護にも配慮しつつ承認・認
可手続きの一層の合理化を図ることが求め
られる。
・上記を勘案し、かつ、現在の適格年金の運
営を鑑み、転籍の発生に伴うポータブルペン
ションの実施等一定の条件を充たす場合に
つき、事後届出制を導入すること、及び、届
出不要とする範囲を拡大することを要望する
もの。併せて、事前の承認・認可手続を要す
る場合についても提出書類の簡素化を要望
するもの。

・確定給付企業年金においては、承認・
認可基準が法令等によって明確にされ
ていない部分があるが、こうした部分に
ついては事前に当局に個別照会を行うこ
とで対応しており、広義の規制が存在す
る状況である。
・個別照会を行った結果、取扱いが認め
られるケースもあり、これまでの事例を
踏まえて、取扱いが認められる条件等を
明確化していただきたい。
・なお、当該個別照会が必要となる場合
は少なくなく、全体として規約の承認・認
可手続きに時間を要している。
・今後予想される適格退職年金からの移
行を鑑み、規約の承認・認可手続きの更
なる円滑化を図る観点からも、規約の承
認・認可基準を可能な限り明確化（法令
等の解釈を当局から示す等）していただ
きたい。

・確定給付企業年金法施行後３年を経過
し、確定給付企業年金の実施事例が増
えていることも踏まえ、承認・認可基準を
可能な限り明確化することにより、承認・
認可手続きの効率化を進めるべきと考え
る。
・適格退職年金の廃止まで７年を切り、
今後適格退職年金からの移行が多数予
想されるが、当該移行を円滑に進めるた
めには不可欠な対応と考える。

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）

管理コード

zA130017

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金の規約の制定・変
更においては、軽微な変更を除き厚生
労働大臣の承認が必要。（軽微な変更
確定給付企業年金における規約の 確定給付企業年金 は届出。一部、届出を不要とするものも
ある。）
法
承認・認可申請手続きの緩和
確定給付企業年金の一部の事業所
に係る権利義務を他の確定給付企業
年金に承継する場合には、厚生労働大
臣の承認、認可が必要。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

確定給付企業年金における規約の変
更にかかる承認・認可申請手続きにつ
いては、他の確定給付企業年金へ権利
義務の承継を行う場合、加入者にとっ
Ⅰ、Ⅱ、 て、将来の給付の額が減るなど不利益
Ⅲ
な変更となる恐れがあることから承認・
認可としているところであり、事後の届
出とすることはできない。
添付書類については、承認等に当たり
必要最低限のものである。

ｂ

高齢社会が進展する中、企業における
退職金・企業年金制度について社会の
関心が高まる一方、働き方の多様化、
企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など
制度の充実が求められており、このよう
な現状を踏まえ、中小企業退職金共済
制度から確定給付企業年金制度への
移行を認めることについては、中小企
業の実態等をみつつ、勤労者の福祉の
向上等の観点から、今後、検討してい
きたいと考えている。

中小企業退職金共 中小企業退職金共済制度から確定給

zA130018

厚生労働省

中小企業退職金共済制度からの確 済法第８条、第17条 付企業年金制度への移行は、中小企
確定給付企業年金 業退職金共済制度に加入している中小
定給付企業年金への移行の弾力
法第56条第３項 企業者が中小企業者に該当しなくなっ
適用【新規】
たときのみ認められている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

Ⅰ

61/216

その他

当室からの
再検討要請

転籍に伴うポータブルペンションの実施
など軽微な変更について、事後届出制
の導入及び届出を不要とする範囲の拡
大を図るとともに、申請手続に係る提出
書類の簡素化について再検討願いた
い。適格退職年金において自主審査に
よる届出を容認する事項については、
ぜひ平仄を合わせてほしい。
また、確定拠出年金におけるQ&Aな
どは実務に役立っており、確定給付企
業年金においても手続効率化、迅速化
のため同様に判断事例等を広く開示い
ただきたい。

確定給付企業年金の中小企業への導
入を活発化させるためにも必要な措置
である。今後の具体的な検討実施スケ
ジュールを示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

確定給付企業年金における規約の変
更にかかる承認・認可申請手続きにつ
いては、他の確定給付企業年金へ権利
義務の承継を行う場合、加入者にとっ
て、将来の給付の額が減るなど不利益
な変更となる恐れがあることから承認・
Ⅰ、Ⅱ、
認可としているところであり、事後の届
Ⅲ
出とすることはできない。
添付書類については、承認等に当たり
必要最低限のものである。
なお、個別の判断事例等については、
別途公表することをスケジュールも含
め、検討中。

b

勤労者の福祉の向上等の観点から、平
成17年度中に中小企業等に関する調
査を実施することとしており、その結果
等を踏まえ、遅くとも平成18年度中に検
討を開始する。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130017

zA130018

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における規約の
承認・認可申請手続きの緩和

中小企業退職金共済制度からの確
定給付企業年金への移行の弾力
適用【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A069

5053A072

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

69

確定給付企業年金における規約の承
認・認可申請手続きの緩和

一定の要件を充たす場合（例えば、転
籍の発生に伴うポータブルペンションの
実施など）については、事前の承認・認
可手続きを緩和し、事後届出制の導入
及び届出を不要とする範囲の拡大を図
るべきである。
また、事前の承認・認可手続を要する
場合においても、申請手続きに係る提出
書類の簡素化が求められる。法令等の
解釈の修正・追加、個別事例集もしくは
確定給付企業年金用Q&Aを作成するな
ど、規約の承認・認可基準をできる限り
明確化し、手続が効率化できるようにす
べきである。

現状の確定給付企業年金の承認・認
可手続きにおいては、原則として事前の
承認・認可手続きが必要とされており、
過度の規制となっている。特に、適格退
職年金では大多数が自主審査を経て受
託機関が国税庁へ届出を行っているの
に対し、確定給付企業年金では、事業主
が厚生労働大臣へ承認・認可申請を行
わなければならず、委託者の負担が増
大している。その際に、個別照会の必要
があるケースも多く、あらかじめ当局の
法令解釈が明確化され、事例集やQ&A
などで今までの判断事例等が開示され
ていれば、あらかじめ対処でき、承認・認
可手続も効率化、迅速化することが可能
と思われる。厚生年金基金は、最多でも
1,800基金程度であったために、認可申
請制度でも可能であったと思われるが、
適格退職年金（現在、50,000件以上）の
一定割合が確定給付企業年金へ移行す
るにあたっては、スムーズな許認可運営
を促すためにも、手続きの緩和、効率化
が不可欠である。

確定給付企業年金制度では、規約（制
度）の制定・変更に係る承認・認可申請
手続きについて、適格退職年金制度から
の移行の場合を含め、原則として、厚生
労働大臣へ申請書を提出し、事前に承
認・認可を受ける手続きを行わなければ
ならない。
また、申請に要する書類は多岐に亘っ
ている。
さらに、事前に当局に個別照会を行わ
なければならない事例が多く、規約の承
認・認可手続に時間を要している。

72

中小企業者が確定給付企業年金を導
入する場合にも、中小企業退職金共済
中小企業退職金共済制度からの確定給
制度の解約手当金を被共済者に返還せ
付企業年金への移行の弾力適用【新規】
ず、確定給付企業年金の掛金に充当す
ることを認めるべきである。

企業のアライアンスが活発化している
現状において、中小企業者が合併や営
業譲渡などの組織変更を行うケースも多
い。中小企業退職金共済制度を実施し
ている中小企業者が確定給付企業年金
を実施している中小企業者と合併するな
ど、確定給付企業年金に解約手当金を
充当したいとするニーズがある。

現在、中小企業退職金共済制度から
確定給付企業年金への移行は中小企業
退職金共済制度実施事業主が中小企業
者に該当しなくなったときのみに認めら
れている。

62/216

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

zA130018

厚生労働省

ｂ

Ⅰ

確定給付企業年金の中小企業への導
入を活発化させるためにも必要な措置
である。今後の具体的な検討実施スケ
ジュールを示されたい。

Ⅲ

確定給付企業年金の事業主掛金は
税法上損金算入が認められており、過
去勤務債務の償却については、税制上
の観点から、一定の規制が課せられて
いるところ。
なお、非継続基準の積立不足に伴い
拠出する場合の掛金の額については、
最低積立基準額までの不足分を一括し
て償却できることとなっている（確定給
付企業年金法施行規則第５８条）ため、
ある程度早期に積立不足を解消でき
る。

近年企業会計における退職給付の比
重はますます高まっており、企業にとっ
て財務体質を早期に健全化すること
は、株主・加入者等への責務となりつつ
ある。現在の過去勤務債務の償却割合
上限は企業の個別ニーズに十分応え
たものではなく、税務当局とも相談いた
だいたうえで、より一層の弾力化を可能
としていただきたい。なお、当然のこと
ではあるがあくまで償却割合を変更で
きる時期（例えば財政再計算など）に変
更することを想定しており、企業の恣意
的な時期に一括償却を要望するもので
はないことを申し添える。

たときのみ認められている。

zA130019

厚生労働省

厚生年金基金の財
政運営について（平
厚生年金基金、確定給付企業年金 成８年６月２７日年発
第3321号）
及び適格退職年金の過去勤務債
確定給付企業年金
務の一括償却【新規】
法施行規則第46条
法人税法施行規令
附則第16条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

過去勤務債務の償却については、現
在、過去勤務債務の額を３年以上２０
年以内の範囲内においてあらかじめ規
約で定めた期間で均等に償却する方法
や、過去勤務債務の額に１００分の１５
以上１００分の５０以下の範囲内におい
て規約で定めた一定の割合を乗じて償
却する方法をとることができる。

c、ｄ

当室からの
再検討要請

高齢社会が進展する中、企業における
退職金・企業年金制度について社会の
関心が高まる一方、働き方の多様化、
企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など
制度の充実が求められており、このよう
な現状を踏まえ、中小企業退職金共済
制度から確定給付企業年金制度への
移行を認めることについては、中小企
業の実態等をみつつ、勤労者の福祉の
向上等の観点から、今後、検討してい
きたいと考えている。

中小企業退職金共 中小企業退職金共済制度から確定給

中小企業退職金共済制度からの確 済法第８条、第17条 付企業年金制度への移行は、中小企
確定給付企業年金 業退職金共済制度に加入している中小
定給付企業年金への移行の弾力
法第56条第３項 企業者が中小企業者に該当しなくなっ
適用

その他

63/216

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

c､d

Ⅰ

勤労者の福祉の向上等の観点から、平
成17年度中に中小企業等に関する調
査を実施することとしており、その結果
等を踏まえ、遅くとも平成18年度中に検
討を開始する。

Ⅲ

確定給付企業年金の事業主掛金は
税法上損金算入が認められており、過
去勤務債務の償却については、税制上
の観点から、一定の規制が課せられて
いるところ。
なお、非継続基準の積立不足に伴い
拠出する場合の掛金の額については、
最低積立基準額までの不足分を一括し
て償却することにより、積立不足を解消
できることとなっている（確定給付企業
年金法施行規則第５８条）ため、これ以
上の弾力化は考えていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130018

zA130019

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

中小企業退職金共済制度からの確
定給付企業年金への移行の弾力
適用

厚生年金基金、確定給付企業年金
及び適格退職年金の過去勤務債
務の一括償却【新規】

要望
管理番号

5097

5053

要望事項
管理番号

5097A015

5053A073

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

15

73

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

中小企業者が確定給付企業年金制度を
実施する場合にも、中小企業退職金制
中小企業退職金共済制度からの確定給
度の解約手当金を被共済者に返還せ
付企業年金への移行の弾力適用
ず、確定給付企業年金の掛金に充当す
ることを認めていただきたい。

・企業のアライアンスが活発化している
現状において、中小企業者が合併や営
業譲渡などの組織変更を行うケースも多
い。中小企業退職金共済契約を実施し
ている中小事業者が確定給付企業年金
を実施している中小事業者と合併するな
ど、確定給付企業年金に解約手当金を
充当したいとするニーズがある。

厚生年金基金、確定給付企業年金及
厚生年金基金、確定給付企業年金及び
び適格退職年金の過去勤務債務の早期
適格退職年金の過去勤務債務の一括償
償却に向けて、一括償却を含めた弾力
却【新規】
的な措置を可能とすべきである。

企業年金における年金財政の健全化
及び受給権保護の推進、企業会計にお
ける年金債務の開示の必要性等の観点
から、年金積立金を早期に充実させるこ
とが必要不可欠である。このため、厚生
年金基金、確定給付企業年金及び適格
退職年金の過去勤務債務の早期償却に
向けて、制度の財政状況及び事業主の
負担能力に応じて、一括償却等の一層
の弾力的な償却を可能とすべきである。

64/216

その他
（特記事項）

企業年金制度における過去勤務債務
の償却については、①厚生年金基金及
び確定給付企業年金では最短で３年
間、②適格退職年金では最大で過去勤
務債務の額の50％までの償却しか行う
ことができない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130019

zA130020

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

過去勤務債務の一括償却

該当法令等

制度の現状

過去勤務債務の償却については、現
在、過去勤務債務の額を３年以上２０
年以内の範囲内においてあらかじめ規
確定給付企業年金
約で定めた期間で均等に償却する方法
法施行規則第４６
や、過去勤務債務の額に１００分の１５
条、第５８条
以上１００分の５０以下の範囲内におい
て規約で定めた一定の割合を乗じて償
却する方法をとることができる。

消費生活協同組合が行う共済事業
については、保険業法の適用はなく、
消費生活協同組合
共済事業にかかる契約者保護ルー
消費生活協同組合法に基づき、相互扶
法第１０条第１項第４
助の精神のもとに自発的に事業を行う
ルの整備
号
組合の特徴を踏まえ、必要な規制を
行っている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c、ｄ

Ｃ

Ⅲ

Ⅰ

確定給付企業年金の事業主掛金は
税法上損金算入が認められており、過
去勤務債務の償却については、税制上
の観点から、一定の規制が課せられて
いるところ。
なお、非継続基準の積立不足に伴い
拠出する場合の掛金の額については、
最低積立基準額までの不足分を一括し
て償却できることとなっている（確定給
付企業年金法施行規則第５８条）ため、
ある程度早期に積立不足を解消でき
る。

消費生活協同組合（生協）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、
その事業を利用し合うというものであ
り、その事業の一つが「共済」であって、
保険会社が不特定多数の者に対して
保険の引受けを行う「保険業」とは自ず
から性格が異なるものである。
また、農協は一定の割合でその事業
を組合員以外に利用させることが可能
であるのに対し、生協が行う事業の利
用対象範囲は、組合員に限定されてい
る。
以上のことから、このような生協の特
徴を踏まえた独自の規制が必要であ
り、契約者保護ルールの整備にあたっ
ての観点は保険業や農協の共済事業
と同一である必要はないと考えている。
生協の共済事業にかかる規制につい
ては、現行の法令及び通達により、そ
の実効性及び透明性は担保されている
と考えている。共済契約者を保護する
ことの重要性についても認識していると
ころであり、国民の自発的な生活協同
組織の発達を図るという生協法の理念
のもと、必要な契約者保護ルールが整
備されている。
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その他

当室からの
再検討要請

近年企業会計における退職給付の比
重はますます高まっており、企業にとっ
て財務体質を早期に健全化すること
は、株主・加入者等への責務となりつつ
ある。現在の過去勤務債務の償却割合
上限は企業の個別ニーズに十分応え
たものではなく、税務当局とも相談いた
だいたうえで、より一層の弾力化を可能
としていただきたい。なお、当然のこと
ではあるがあくまで償却割合を変更で
きる時期（例えば財政再計算など）に変
更することを想定しており、企業の恣意
的な時期に一括償却を要望するもので
はないことを申し添える。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c､d

Ⅲ

確定給付企業年金の事業主掛金は
税法上損金算入が認められており、過
去勤務債務の償却については、税制上
の観点から、一定の規制が課せられて
いるところ。
なお、非継続基準の積立不足に伴い
拠出する場合の掛金の額については、
最低積立基準額までの不足分を一括し
て償却することにより、ある程度早期に
積立不足を解消できることとなっている
（確定給付企業年金法施行規則第５８
条）ため、これ以上の弾力化は考えて
いない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130019

zA130020

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

過去勤務債務の一括償却

共済事業にかかる契約者保護ルー
ルの整備

要望
管理番号

5079

5053

要望事項
管理番号

5079A001

5053A159

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

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

1

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

1

159

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

過去勤務債務の一括償却を含め償却期
間の弾力的な措置を可能とすべきであ
る。具体的には、現在、償却率の上限が
５０％（定額償却の場合は３年）であると
ころを、一括償却（１００％償却、１年償
却）も含め５０％（３年）以上の償却も認
めるべきである。

過去勤務債務の一括償却

消費者保護の観点から、消費生活協
同組合法を見直し、経営の健全性規制
（責任準備金の積立基準、共済経理人
の設置、ソルベンシーマージン基準およ
共済事業にかかる契約者保護ルールの び早期是正措置等）、情報開示規制、募
整備
集規制等について、保険業法、農業協
同組合法と整合的な規制を整備すべき
である。また、現行の最高限度額や許可
基準等にかかる通知を法令化すべきで
ある。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

確定給付企業年金制度と併せて、既存
制度からの円滑な移行を図る観点、並び
に年金財政の健全化促進を図る観点か
ら、過去勤務債務の一括償却を含め償
却期間の弾力化が必要である。

「保険」「共済」ともに一般消費者から見
た保障の確実性に対する期待に変わり
はなく、対象を組合員に限定している生
根拠法のある共済は、各々の主務官
協であっても、生協の大規模化、商品の
庁の監督を受けて事業を行っているが、
高額化・多様化といった実態を考慮すれ
それぞれの根拠法によって監督内容が
ば、消費者保護のための規制は必要不
異なり、規制の整合性がとれていない。
可欠である。保険業法改正により、根拠
特に消費生活協同組合法については、
法のない共済については、特定・不特定
保険業法、農業協同組合法と比較し、健
を相手方とするかどうかに関わらず、消
全性規制、募集規制等の契約者保護
費者保護ルールの整備が図られることを
ルールが不十分となっている。また、具
踏まえれば、少なくともこれらの制度と平
体的なルールは法令ではなく通達に規
仄を合わせ、消費生活協同組合法につ
定されている。
いても、パブリックコメント等の透明性を
確保しつつ、制度整備を行うことが求め
られる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130020

zA130021

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

消費生活協同組合が行う共済事業
については、保険業法の適用はなく、
消費生活協同組合
共済事業にかかる契約者保護ルー
消費生活協同組合法に基づき、相互扶
法第１０条第１項第４
助の精神のもとに自発的に事業を行う
ルの整備
号
組合の特徴を踏まえ、必要な規制を
行っている。

厚生年金基金令第
41条の６
厚生労働省年金局
長通知「厚生年金基
金の財政運営につい
厚生年金基金から確定拠出年金へ て」の別紙「厚生年
資産移換する際の一括拠出の基準 金基金財政運営基
準」の第８「企業型年
日に係る要件の緩和
金の資産管理機関
に資産の移換を行う
場合の要件等」の２
の(2)

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

・厚生年金基金から確定拠出年金へ資
産移換する際、規約変更日における年
金給付等積立金の額が最低積立基準
額、数理債務いずれか高い額を下回る
場合（積立不足が発生する場合）には、
当該厚生年金基金は当該下回る額を
一括拠出しなければならないとされて
いる。
・この一括拠出する金額の算定基礎と
なる最低積立基準額、数理債務等は、
厚生年金規約変更認可申請を行う月
の前々月の末日以降の日において算
定したものを厚生年金基金規約を変更
する際に添付する「企業型年金の資産
管理機関への資産の移換に係る必要
事項」に記載することが求められてい
る。
・実際に一括拠出を行う際は、企業型
年金規約の承認日からその規約の実
施日（厚生年金基金の規約変更日以前
であること）の前日までに払い込むこと
が必要であり、実際に払い込む一括拠
出額は、「企業型年金の資産管理機関
への資産の移換に係る必要事項」に記
載した金額とすること（算定日以降の相
場変動を無視することになる）は「不
可」。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｃ

c

Ⅰ

Ⅳ

消費生活協同組合（生協）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、
その事業を利用し合うというものであ
り、その事業の一つが「共済」であって、
保険会社が不特定多数の者に対して
保険の引受けを行う「保険業」とは自ず
から性格が異なるものである。
また、農協は一定の割合でその事業
を組合員以外に利用させることが可能
であるのに対し、生協が行う事業の利
用対象範囲は、組合員に限定されてい
る。
以上のことから、このような生協の特
徴を踏まえた独自の規制が必要であ
り、契約者保護ルールの整備にあたっ
ての観点は保険業や農協の共済事業
と同一である必要はないと考えている。
生協の共済事業にかかる規制につい
ては、現行の法令及び通達により、そ
の実効性及び透明性は担保されている
と考えている。共済契約者を保護する
ことの重要性についても認識していると
ころであり、国民の自発的な生活協同
組織の発達を図るという生協法の理念
のもと、必要な契約者保護ルールが整
備されている。

基金の加入員の受給権保護の観点か
ら、基金から確定拠出年金へ移行する
ことになる基金の規約変更日において
積立不足がないことが必要であり、規
約変更申請時に作成した「企業型年金
の資産管理機関への資産の移換に係
る必要事項」に記載した額の拠出をもっ
てそれに代えることは困難。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて検討願い
たい。
＜現行の契約者保護ルールの抜本的な見直しの必要性＞
既に要望理由に記載しているが、今般の保険業法改正に
よって「保険業」の定義の見直しが行われ、特定・不特定に
関わらず保険業法を適用し、同法を適用する必要がないも
のを個別に除外することとされている。
貴省の回答では、引受け対象の特定性のみを理由として、
契約者保護ルールの整備にあたっての観点が保険業と同
一である必要はないとされているが、保険業法の改正によ
り、いわゆる特定性がある事業者であっても、業法の対象と
なれば、契約者保護ルールが適用されることとなった。これ
と比較して、以下の点について、生協法上必要なルールが
整備されているか検証の上、各々の論点にかかる今後の対
応について具体的に見解を示されたい。
①健全性規制（責任準備金制度について具体的な積立基
準等の規定、共済計理人の設置基準や役割、ソルベンシー
マージン基準等の行政としての監督指標等）やセーフティ
ネット等、契約者保護の仕組み
②募集規制（募集の際の重要事項の説明、虚偽表示の禁
止等）
なお、当方の意見は「整合的な」規制の整備を要望している
ものである。
＜規制の透明性確保の必要性＞
共済金の最高限度額は、法令（告示）上、「特別な事由」が
ある場合を除き100万円とされている。それにもかかわら
ず、「特別な事由」がある場合の最高限度額を通達で定める
ことによってパブリックコメント手続等を経ることなく引上げを
図ってきており、現に昨年10月にも通達改正によって共済
金の最高限度額の引上げがなされている。しかも、当該通
達は厚生労働省のホームページにおいても公表されていな
い。契約者保護ルールが未整備な状況下にあって、単なる
通達改正によって民間生保の平均保険金額をはるかに上
回る水準にまで共済金の最高限度額の引上げを行うこと
は、契約者保護の観点からはもちろんのこと、規制の透明
性の観点から問題があるものと考える。
したがって、①通達のホームページへの即時掲載は当然の
ことながら、②現行の通達行政を廃止し法令に規定すること
により、規制の透明性の確保を早期に図るべきである。
上記２点について改めて検討の上、今後の対応について具
体的な見解を示されたい。

c

Ⅰ

生協の共済事業においても、共済契約者を保護すること
の重要性については認識しているところであり、国民の自発
的な生活協同組織の発達を図るという生協法の理念のもと
に、必要な契約者保護ルールを整備しているところである。
また、組合は、相互扶助の精神のもとに、組合員自ら出資
し、その事業を利用し合うものであり、その特徴を踏まえた
独自の規制が必要であるという理由から、契約者保護ルー
ルの整備にあたっての観点が保険業と同一である必要はな
いと考えている。
以上の認識のもと、生協の共済事業については、次のとお
り、現行の法令及び通達に規定されており、その実効性及
び透明性が担保されていると考えている。
○共済事業における、将来起こりうるリスクの排除・抑制とし
て、例えば次のようなものがある。
・責任準備金等の積立義務を法律で、具体的な積立基準を
省令で規定していること。また、共済事業規約で責任準備金
等の算出方法を定めなければならない旨法律で定められて
おり、当該共済事業規約は行政庁の認可を受けることが必
要となっていること。
・共済計理人の設置を、年金共済事業及び終身生命共済事
業を行う組合を対象として、通達において規定していること。
・資産運用の方法及び割合を法律及び省令において厳しく
制限していること。
・再共済の実施を、地震等共済事業を実施する組合におい
ては、消費生活協同組合連合会の再共済に、全国組織でな
い組合が火災共済事業、自動車共済事業、車両共済事業
又は傷害共済事業を実施する場合においては、原則として
５０％以上再共済に付するよう通達において規定しているこ
と。
○行政による監督として、法律で共済事業を行う組合の事
業の健全な運営を確保するため必要があると認めるとき
は、いつでも、当該組合を検査することができるとされ、また
共済事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するた
め必要と認めるときは、当該事業に関し、監督上必要な命
令をすることができるとされている。なお、ソルベンシーマー
ジン基準等の行政としての監督指標については、生協は保
険会社と異なり、共済事業のみならず、共同購入等さまざま
な事業を行っていること等のため、保険業と同等の基準を設
けることは適当でない。
○募集規制として、通達において組合、組合の役員及び共
済契約推進担当者に対して、組合員（共済契約者）の加入
行為に関する規制を設けている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130020

zA130021

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

共済事業にかかる契約者保護ルー
ルの整備

厚生年金基金から確定拠出年金へ
資産移換する際の一括拠出の基準
日に係る要件の緩和

要望
管理番号

5097

5071

要望事項
管理番号

5097A006

5071A023

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

6

23

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

消費者保護の観点から、消費生活協同
組合法を抜本的に改正し、経営の健全
性規制（責任準備金の積立基準、共済
計理人の設置、ソルベンシーマージン基
共済事業にかかる契約者保護ルールの 準および早期是正措置等）、情報開示規
整備
制、募集規制等について、保険業法、農
業協同組合法と整合的な規制を整備す
る。また、行政の透明性の観点から、現
行の最高限度額や許可基準等にかかる
通知を法令で規定する。

・「保険」「共済」ともに一般消費者から見
た保障の確実性に対する期待に変わり
はなく、対象を組合員に限定している生
協であっても、生協の大規模化、商品の
高額化・多様化といった実態を考慮すれ
ば、左記の消費者保護のための規制は
必要不可欠である。
・現行、通知に規定されている規制は、
法的実効性に欠けるうえ、改正の際にパ
ブリックコメント手続に付されないなど、
行政の透明性に欠けている。
・今般の保険業法改正により、根拠法の
ない共済については、特定・不特定を相
手方とするかどうかに関わらず、消費者
保護ルールの抜本的な整備が図られる
ことを踏まえれば、少なくともこれらの制
度の整備状況と平仄を合わせ、消費生
活協同組合法についても抜本的な改正
を検討する必要がある。

・厚生年金基金から確定拠出年金へ資産移
換する際、規約変更日における年金給付等
積立金の額が最低積立基準額、数理債務い
ずれか高い額を下回る場合（積立不足が発
生する場合）には、当該厚生年金基金は当
該下回る額を一括拠出しなければならないと
されている。（基金令第41条の６）
・この一括拠出する金額の算定基礎となる最
低積立基準額、数理債務等は、厚生年金規
約変更認可申請を行う月の前々月の末日以
降の日において算定したものを厚生年金基
金規約を変更する際に添付する「企業型年
金の資産管理機関への資産の移換に係る必
要事項」に記載することが求められている。
厚生年金基金から確定拠出年金へ資産 （下記厚労省通知）
移換する際の一括拠出の基準日に係る ・一方、実際に一括拠出を行う際は、企業型
年金規約の承認日からその規約の実施日
要件の緩和
（厚生年金基金の規約変更日以前であるこ
と）の前日までに払い込むことが必要とされ、
実際に払い込む一括拠出額は、「企業型年
金の資産管理機関への資産の移換に係る必
要事項」に記載した金額とすること（算定日以
降の相場変動を無視することになる）は「不
可」とされている。（厚生労働省HPの確定拠
出年金Q＆Aの№182）
・一括拠出額については、「企業型年金の資
産管理機関への資産の移換に係る必要事
項」に記載した金額を拠出することで基金令
第41条の６の規定を充足したものと認めて頂
きたい。

・そもそも積立不足が発生するかどうか
は事後でなければ検証できないにもか
かわらず、上記の規制に従えば、厚生年
金基金の規約変更日以前に計算した金
額を、厚生年金基金の規約変更日以前
に払いこむことで、規約変更日の積立不
足の発生を防ぐことが要請される。
・仮に規約変更日以前に計算した金額よ
り多めに拠出したとしても、その後の相
場動向等によっては、規約変更時点で
は不足額が発生する可能性もあり実務
運営に支障をきたすことになる。
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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）

管理コード

zA130021

zA130022

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

確定拠出年金法施
行令第22条第２項第
１号、第３号
確定給付企業年金・厚生年金基金 厚生年金基金の財
政運営について
から確定拠出年金へ資産移換する
別紙１：厚生年金基
際の移換相当額等の算定基準日 金財政運営基準 第
に係る要件の緩和
８「企業型年金の資
産管理機関に資産
の移管を行う場合の
要件等」の２の（２）

制度の現状

厚生年金基金に係る資産の一部を確
定拠出年金に移管する場合、その認可
申請に当たっては、認可申請日の２ヶ
月以内の日（適格退職年金からの移管
の場合は３ヶ月以内の日）を基準日とし
て、一括拠出額及び移管相当額の計
算を行うが、確定給付企業年金に係る
資産の一部を確定拠出年金に移管す
る場合の計算基準日については、明文
の規定はない。

消費生活協同組合が行う共済事業
については、保険業法の適用はなく、
消費生活協同組合
厚生労働省 経
共済と民間保険会社間の平等な競
消費生活協同組合法に基づき、相互扶
法第１０条第１項第４
済産業省 農林
助の精神のもとに自発的に事業を行う
争環境の確立
号
水産省
組合の特徴を踏まえ、必要な規制を
行っている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ご要望を踏まえ、「厚生年金基金の財
政運営について」の規定ぶりを「確定拠
出年金の企業型年金に係る規約の承
Ⅱ、Ⅳ
認基準等について」にあわせることと
し、確定給付企業年金についても同様
の取り扱いとすることとする。

Ｃ

消費生活協同組合は、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
業を利用し合うというものである。その
事業の１つが「共済」であって、保険会
社が不特定多数の者に対して保険の
引受けを行う「保険業」とは自ずから性
格が異なるものである。
また、共済事業のみを行う組合もあれ
ば、物品の共同購入など共済以外の事
業も行う組合もあるなど、組合によって
その行う事業が異なるものである。
消費生活協同組合が行う共済につい
ては、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と考えてい
る。

Ⅰ

69/216

その他

当室からの
再検討要請

「同様の取扱とする」時期を明示された
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅱ、Ⅳ 17年度中に対応

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130021

zA130022

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定給付企業年金・厚生年金基金
から確定拠出年金へ資産移換する
際の移換相当額等の算定基準日
に係る要件の緩和

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

要望
管理番号

5071

5101

要望事項
管理番号

5071A024

5101A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

在日米国商工会議所

要望
事項番号

24

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・厚生年金基金に係る資産の一部を確
定拠出年金に移換する場合、その認可
申請にあたっては、認可申請日の前2ヶ
月以内の日を基準日として、一括拠出額
および移換相当額の計算を行うこととさ
れている。（下記厚労省通知）
・厚生年金基金に係る資産の一部を確
定拠出年金に移換する場合の一括拠出
確定給付企業年金・厚生年金基金から 額および移換相当額の計算について、
確定拠出年金へ資産移換する際の移換 認可申請日の前2ヶ月以内の日とされて
相当額等の算定基準日に係る要件の緩 いる計算基準日に係る期限を緩和し、適
和
格退職年金からの移換の場合と同様
に、認可申請日の前3ヶ月以内の日とす
ること。
・また確定給付企業年金に係る資産の
一部を確定拠出年金に移換する場合の
計算基準日について明文化されたもの
がないと認識しており、上記の厚生年金
基金と同様の取扱いを要望する

・適格退職年金から移換する場合につい
ては、最長3ヶ月の期間を置くことが可能
と解釈できる（「確定拠出年金の企業型
年金に係る規約の承認基準等について」
平成13年9月27日企国発第18号）。
* 計算基準日は、規約施行日の5ヶ月前
の日の属する月の末日以降の日（「確定
拠出年金の企業型年金に係る規約の承
認基準等について」
* 企業型年金規約の承認申請は、規約
の適用日（施行日）のおおむね2 ヶ前ま
でに行うものであること
* よって計算基準日は規約認可申請の
3ヶ月前と解釈できる
・厚生年金基金、確定給付企業年金から
移換する場合についても、適格退職年金
の場合以上に数理計算等に時間を要す
こと、これまでは事例が少なかったもの
の、今後は事例が増えると想定されるこ
とから、認可申請の基準日に係る期限の
緩和を認めて頂きたい。

制度共済と民間保険会社との間に規制
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
共済と民間保険会社間の平等な競争環
平等な競争条件の確保と適切な監督・
共済に対して、①民間保険会社と同水準
境の確立
規制により消費者保護が図られる。
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
規制の対象とすること。

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。
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、民間保険会社を監
督している金融庁のそれと比較すると透
県民共済、JA共済、全労済などの根拠
明性が低く、適用においても厳格性に劣
法のある制度共済は、根拠法に基づく主
る。金融庁は財務の健全性、ルール遵
務官庁の監督下にあるが、民間保険会
守、リスク管理を含めてこれら制度共済
社に対して適用される規制との整合性が
を監督する権限をもっておらず、民間保
取れていないため、不平等な取扱となっ
険会社と平等な条件での規制下に置くこ
ている。それにもかかわらず、共済は民
とができない。
間保険会社が提供する商品と直接競合
日本政府は「サービス貿易に関する一般
する生損保商品、第三分野商品を幅広く
協定」（GATS）の下で保険・保険関連
販売している。
サービスを含む金融サービスに関して具
体的な合意事項を採決している。これら
の合意事項は共済を例外とすることを認
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。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130022

zA130023

制度の
所管省庁等

項目

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

消費生活協同組合が行う共済事業
については、保険業法の適用はなく、
消費生活協同組合
消費生活協同組合法に基づき、相互扶
法第１０条第１項第４
助の精神のもとに自発的に事業を行う
号
組合の特徴を踏まえ、必要な規制を
行っている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｃ

b

Ⅰ

消費生活協同組合は、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
業を利用し合うというものである。その
事業の１つが「共済」であって、保険会
社が不特定多数の者に対して保険の
引受けを行う「保険業」とは自ずから性
格が異なるものである。
また、共済事業のみを行う組合もあれ
ば、物品の共同購入など共済以外の事
業も行う組合もあるなど、組合によって
その行う事業が異なるものである。
消費生活協同組合が行う共済につい
ては、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と考えてい
る。

Ⅳ

国が職員にクレジットカードを交
付し、カード決済による支払いを
することについては、現在他省
庁において一部（海外出張にお
ける会議費等に）導入されてい
るケースがあり、その実施の手
法及び法的問題点等を見極め
た上で導入の可否について検
討して参りたい。
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その他

当室からの
再検討要請

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたい。（ある場合には、具
体的な法律・通達名も併せてご教示い
ただきたく、お願いします。）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅳ

現在、他省庁において導入され
ているケースの手法等につい
て、詳細を把握していないため、
法令等の規制の有無について
は不明である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130022

zA130023

制度の
所管省庁等

項目

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

要望
管理番号

5124

5103

要望事項
管理番号

5124A001

5103B002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

9

要望主体名

外国損害保険協会（ＦＮＬＩＡ）

株式会社オーエムシーカード

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

1

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
制度共済と保険会社間の平等な競争環境の
済に対して、①保険会社と同水準の課税
確立
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

2

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
官公庁へのコーポレートカード及び購買カー 計の透明性を図る目的で、電子化された
ドの導入
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
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具体的事業の
実施内容

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。

要望理由

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。

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

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）

管理コード

zA130023

zA130023

制度の
所管省庁等

全府省

全省庁

項目

公務員経費のカード決済

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】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

b

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ⅳ

国が職員にクレジットカードを交
付し、カード決済による支払いを
することについては、現在他省
庁において一部（海外出張にお
ける会議費等に）導入されてい
るケースがあり、その実施の手
法及び法的問題点等を見極め
た上で導入の可否について検
討して参りたい。

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたい。（ある場合には、具
体的な法律・通達名も併せてご教示い
ただきたく、お願いします。）

b

Ⅳ

現在、他省庁において導入され
ているケースの手法等につい
て、詳細を把握していないため、
法令等の規制の有無について
は不明である。

Ⅳ

国が職員にクレジットカードを交付し、
カード決済による支払いをすることにつ
いては、現在他省庁において一部（海
外出張における会議費等に）導入され
ているケースがあり、その実施の手法
及び法的問題点等を見極めた上で導
入の可否について検討して参りたい。

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたく、お願いします。（ある
場合には、具体的な法律・通達名も併
せてご教示いただきたく、お願いしま
す。）

b

Ⅳ

現在、他省庁において導入されている
ケースの手法等について、詳細を把握
していないため、法令等の規制の有無
については不明である。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130023

zA130023

制度の
所管省庁等

全府省

全省庁

項目

公務員経費のカード決済

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

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5109

5109B007

1

9

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

5053

5053A160

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

9

(社）日本経済団体連合会

160

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

公務員経費のカード決済

具体的事業の
実施内容

事務の合理化

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】
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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、会議開催などにおける
クレジットカードの活用を進め、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。

要望理由

その他
（特記事項）

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

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 現在、経済産業省において、出張、会
や購買カードを活用することによって、業 議開催用としてコーポレートカードが実
務の簡素化、コスト削減、会計の透明性 験的に導入されている。
向上などが期待される。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130023

制度の
所管省庁等

全府省

項目

該当法令等

制度の現状

クレジットカード決済による支払業
務

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅳ

国が職員にクレジットカードを交付し、
カード決済による支払いをすることにつ
いては、現在他省庁において一部（海
外出張における会議費等に）導入され
ているケースがあり、その実施の手法
及び法的問題点等を見極めた上で導
入の可否について検討して参りたい。

その他

当室からの
再検討要請

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたく、お願いします。（ある
場合には、具体的な法律・通達名も併
せてご教示いただきたく、お願いしま
す。）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅳ

現在、他省庁において導入されている
ケースの手法等について、詳細を把握
していないため、法令等の規制の有無
については不明である。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討されたい。
実施内容に関しての意見は提出済みの通りです。
当該企業の責任の範囲内での設定や省略などの便宜は図
られたい。ただし、今回の措置の概要(対応策)の冒頭にある
ように既に承認時に安全度耐久性に関する資料(製造年月
日又保証を含めて)を提出し、その上に更に新しい添付文書
の記載要領に従って耐用期間を設定する事は大変な時間と
コストがかかりますが、それが安全かつ有効な使用に貢献
するのか否かには疑問があります。再考されたい。

zA130024

厚生労働省

現行の医療機器「耐用期間』の表
示義務

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

薬事法第１４条第３
項
薬事法施行規則４０
条第１項
薬事法第６３条の２

医療機器の安全性、意図した機能を担
保するため、申請時に添付された安定
性、耐久性に関する資料に基づき設定
された耐用期間等について、添付文書
に正確に記載することとしている。

Ｃ

Ⅲ

医療機器の安全性、意図した機能を
担保することのできる期間として耐用期
間等を設定することは重要であり、承認
申請時にも安定性、耐久性に関する資
料を添付させている。
一方、添付文書には、「効能又は効
果」等と同様、承認申請時に添付する
添付資料に該当する記載内容がある
場合にあっては、承認された内容を正
確に記載することとしており、また、これ
までに得られた当該製品の耐久性に係
る資料から当該企業の責任の範囲内
で設定しても差し支えないとしている。
承認条件等で特段記載することを義
務づけられておらず、有効期限の設定
が困難である医療機器については省略
して差し支えないとしているところであ
る。
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また、米国先進医療技術工業会は世界中で「耐用期間」の
表示を義務付けている国が無い事実と機器の最も安全かつ
有効な使用(コストの上昇を防ぐか又は上昇率を抑えるか)
の事実に関する具体的で客観的な情報を提出することも可
能ですが、安全度耐久性に関する資料に加え、耐用期間の
明示を必要とする客観的で科学的な根拠をご提示頂きた
い。
また、機器の「耐用期間」は機器の使用状況や保管状況、メ
ンテナンスの状況等に左右される部分も多い。「耐用期間」
は、こうした医療機関の所作により変化するものでもあり、
一律不変的でないことから、機器に一律の耐用期間を設定
することは困難であり、また新たな危険を生み出す規制でも
ありうる。
但し、機器の劣化状況の判断、メーカーが保証する期間な
どの責任の明確化と安全確保のため、製品の製造後の経
過期間を把握し、メーカーの保証期間を明確にすることには
意味があると考えるが、それは従来の方法であるメーカー
の製品の「保証期間」と「製造日」を明示することで足りるの
ではないか。
従って、従来どおり、
①機器に「製造日」を表示し、添付文書や保証書などで
「保証期間」を明示する。
②医療機関が、保管状況、使用状況、「製造日」からの経
過年数を勘案し、機器の専門情報を有するメーカーとの間
で相談の上、最終的には医療の専門知識を有し、医学上の
判断が可能な医師がその使用の可否を判断する、ことで差
し支えないと考える。
なお、メーカーの「保証期間」を超えて機器を医師が使用す
る場合等には、医師の責任おいて使用することを明確にし
つつ、メーカーに機器の状況の検査を依頼する等、機器の
安全確保と適切な使用を促すことは重要だと考えている。

c

Ⅲ

承認申請時に安定性、耐久性に関する
資料の添付は求めている。
植え込み型医療機器の電池寿命、滅
菌医療機器の滅菌の有効期間等に関
する情報を求めることはあるが、承認
申請に際し、医療機器の耐用期間の設
定は義務づけていない。
一方、添付文書には、承認内容に耐
用期間に該当する記載が含まれている
場合にあっては、承認された内容を正
確に記載することとしているが、該当す
る記載がない場合において、添付文書
に耐用期間を記載するために、承認後
に新たに耐用期間の設定を義務付けて
いるとの事実はない。
ただし、これまでに得られた当該製品
の耐久性に係る資料から当該企業の
責任の範囲内で耐用期間を設定してい
る場合には、添付文書に記載しても差
し支えないこととしている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130023

zA130024

制度の
所管省庁等

全府省

厚生労働省

項目

クレジットカード決済による支払業
務

現行の医療機器「耐用期間』の表
示義務

要望
管理番号

5096

5002

要望事項
管理番号

5096A003

5002A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

9

1

要望主体名

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

米国先進医療技術工業会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

各省庁で発生する出張旅費や物品購入
などの支払いを職員による立替精算や
請求書支払でなく、クレジットカード支払
で行うことに対する規制緩和（運用変更）
をしていただきたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

出張旅費や物品購入等の支払業務をク
レジットカード払いで行い、仮払・立替払
や請求書払いなどの業務処理を各職員
にクレジットカードを配布し、業務を効率
化・簡素化する。

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ことから現
状では困難であると考える。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。

3

クレジットカード決済による支払業務

1

表示義務解除は患者の機器利用の増加
を促し業界のR&Dコストを下げます。全
ての製品ごとに「耐用期間」を設定し表
示をする為には大規模な追加テスト並び
現行の各製品毎の「耐用期間」の表示義
現行の医療機器「耐用期間』の表示義務
に管理業務が必要となります。更に解除
務の解除を要望します。
によって病院の大きなコスト負担が除去
されます。 解除されなければ保持状態
が良好であろうとなかろうと買い換えな
ければならないからです。
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世界中で機器の「耐用期間」に関する表
示を義務つけている国はありません。こ
の義務は新製品の日本市場への導入コ
ストを高める事になります。そして患者の
安全を高める事には貢献致しません。従
来どおり病院がメーカーと相談しながら
機器の通常の使用寿命に関しての判断
を行うべきだと考えます。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

平成１０年３月３１日

zA130025

厚生労働省

医療機器に残留する滅菌ガス濃度 厚生省医薬安全局 粘膜接触又は循環血接触の場合、残
留濃度２５μｇ／ｇ未満でないときはそ
審査管理課長通知
限度値に関する規制の緩和
の理由を求めている。

ｂ

Ⅳ

医薬審第３５３号

zA130026

厚生労働省

雇用保険法第81条、
第82条、雇用保険法
施行規則第1条第1
項、第2項及び第5項
（他、個別の手続に
雇用保険の被保険者に関する届出は、
雇用保険関係の届出はどこの職安 ついては、第6条第1 事業所を管轄する公共職業安定所の
項、第7条第1項、第
長に対し行うこととなっている（電子申
でも受付可能にすべきである
12条の２、第13条第1
請においても同様）。
項、第14条第1項、第
14条の２第1項、第14
条の４第1項、第141
条、第142条、第145
条第2項、第3項）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅲ

現在、国際基準は国際標準化機関で
議論されている最中であり、残留濃度
だけで規制することは、重量の大きい
医療機器では総量が大きくなりすぎ不
適当である等の理由で、国際標準化機
関でも濃度、総量、接触面積等様々な
観点からの規制を検討している。国際
基準が確定した時点で当該国際基準を
踏まえて対応する。

雇用保険の各種手続については、届出
に基づき、迅速かつ正確な被保険者資
格の確認が必要であるため、労務管理
を直接行う事業所ごとに、当該事業所
を管轄する（指導する）公共職業安定
所に対し行っていただくこととしていると
ころであり、業務の適切かつ迅速な実
施の観点から、これを見直す予定はな
い。
なお、電子申請により提出される届出
についても、事業所を管轄する公共職
業安定所において、当該届出を受理
し、確認を行っているものである。
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-

本規制改革要望の目的は本邦の基準
が国際基準に調和していないことによ
るものである。
大型機器では残留量が多くなる可能
性があること、また、エアレーション時間
の延長が必要となる可能性が高いとい
う点を除いては、機器のサイズは問題
ではないと考える。現行のISOの規格は
機器を使用したときに患者が暴露する
残留量を表しており、妥当なものであ
る。しかし本邦の基準は残留濃度を基
にした制限となっており機器のサイズを
考慮に入れていない。ISO 10993-7は
現在改訂中であり、改定案には残留量
と濃度を基にした制限の両方が含まれ
ていると理解している。よって、ISO
10993-7が改訂されれば、日本もその
国際基準を受け入れることを要望しま
す。
○なお、対応するとあるが、時期を明確
にされたい。

要望者においては、形式的かつ定型的
で担当する公務員の能力をほとんど必
要としない単なる窓口業務として、郵送
による届出も可能な手続き及び離職票
の発行を挙げ、これらの届出等の提出
を行う場合においては、利用者にとって
の利便性を考慮し、公共職業安定所は
必ずしも管轄の公共職業安定所である
必要がないと考えており、これらの手続
きについて、どこの職安でも提出可能
にできるか、検討していただきたい。

b

c

Ⅳ

ご指摘を踏まえ、ISO 10993-7が改訂さ
れた場合、当該国際基準を踏まえて対
応する。なお、国際基準の確定時期は
現時点では未定であるため明示できな
い。

Ⅲ

雇用保険関係の届出については、例え
ば、被保険者資格の喪失に係る離職理
由の確認について、失業給付の受給可
能な日数に影響する等離職者の受給
権に直結することから、直接の労務管
理を行う職場に起因する様々な事情を
把握し、慎重に事実関係を確認するこ
とが必要であり、また、架空労働者の資
格取得等による雇用保険の不正受給
防止の観点からも、必要に応じ、実際
の就労確認のため事業所調査を実施
する等、形式的かつ定型的な業務とは
言えず、加えて、これらの確認等を迅速
に実施することが必要であることから、
事業所を管轄する公共職業安定所に
おいて実施することが必要である。
なお、各種届出については、事業主の
利便を配慮し、郵送による届出も当然
認めている他、電子申請による届出も
可能としている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130025

zA130026

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

医療機器に残留する滅菌ガス濃度
限度値に関する規制の緩和

雇用保険関係の届出はどこの職安
でも受付可能にすべきである

要望
管理番号

5002

5005

要望事項
管理番号

5002A002

5005A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望
事項番号

要望主体名

米国先進医療技術工業会

社会保険労務士
一

中村紳

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

現在の本邦の規制は、10年以上前のｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ（案）を準用し、国際的基準に調和
＜参照1＞ V.P.Anand, et al,
していません。このため、多くの輸入医
Reevaluation of ethylene oxide
療用具が限度値25μg/gの規制対象と
hemololysis and irritation potential, 「ｴﾁ
なり、海外製造元において本邦向け輸出
ﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞの溶血作用と刺激性に関する
製品に対して特別な滅菌手順や長期荷
再評価」 J. Biomedical Materials
置期間を設定しています。一方、
Research Part A Volume 64A, Issue 4 ,
ISO10993-7及びAAMI TIR No.19基準は
Pages 648 - 654, 2003
この限度値を250μg/gとしており、米国
＜参照2＞ ANSI/AAMI/ISO 10993FDAはこれを認知基準として受け入れて
7:1995 「医用機器の生物学的評価 第7
います。さらに、昨今の文献にて2500μ
部 酸化ｴﾁﾚﾝ滅菌処置残留物」
g/gの残留量にて、顕著な溶血・刺激作
＜参照3＞ AAMI TIR19 "Guidance for
用を引き起こさないことが示されていま
ANSI/AAMI/ISO 10993-7:1995"
す。よって、現行ガイドライン（案）を見直
す必要があると考えます。

2

医療機器の滅菌に使用するエチレンオ
キサイドガスについて、医療用具中に残
留する濃度限度値の取り扱いを定めた
通知にて、ガイドライン（案）を別添として
参照しています。このガイドライン（案）の
医療機器に残留する滅菌ガス濃度限度 流れ図にて、「循環血液接触 or 粘膜接
値に関する規制の緩和
触か」の問いを削除していただきたく存じ
ます。これにより、循環血液接触又は粘
膜接触する医療用具の残留濃度限度値
を、現行の「25μg/g」から「250μg/g」へ
と規制緩和し、一元化してくださいますよ
う要望いたします。

1

現在、雇用保険の被保険者に関する届
雇用保険法施行規則第６条、第７条は、
出は、事業所を管轄する公共職業安定
手続きが電子申請可能になった現在で
所でしか手続きが出来ない。
は、手続きをする公共職業安定所を管轄
しかしながら、被保険者の資格取得、資
地に限定する規定は意味をなさなくなっ
格喪失、離職票の発行などは職安のコ 雇用保険法施行規則第６条、第７条の規
雇用保険関係の届出はどこの職安でも
ている。また、公共職業安定所によって
ンピュータでオンラインで全国的に結ば 定から「その事業所の所在地を管轄す
受付可能にすべきである
は来客が多いところとそうでないところが
れており、事業所を管轄する公共職業安 る」という規定を削除する。
あり、このような規制がなくなれば、手続
定所のみでしか手続きができないのは、
きがより迅速になり、よって国民の利便
利便性の面から著しく不適当である。し
性に資するものである。
たがって、どこの公共職業安定所でも手
続きができるようにするべきである。
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現在、輸入医療機器は、海外製造元に
おいて本邦向けの輸出製品に対しての
特別な滅菌手順や長期荷置期間を設定
しており、国際基準に調和していませ
ん。要望事項が実現することにより、国
際的な基準により基づいた製品流通を
行うことが可能となり、過剰な荷置期間
や処理が無くなることで、医療用具を早
急に国民の皆様に供給することができる
と考えます。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

柔道整復師とは、厚生労働大臣の免許
を受けて、柔道整復を業とする者をい
う。
診療放射線技師とは、厚生労働大臣の
zA130027

厚生労働省

診療放射線技師免許を有する柔道 柔道整復師法第2条 免許を受けて、医師又は歯科医師の指
示の下に、放射線を人体に対して照射
整復師の四肢の整復業務にＸ線検 診療放射線技師法 することを業とする者をいう。
第2条第2項・第24条
査を認められたい

ｃ

Ⅰ

医師、歯科医師又は診療放射線技師
でなければ、診療放射線技師法第2条
第2項に規定する業をしてはならない。

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｘ線の人体に対する照射については、Ｘ
線を被曝することによって患者が受け
る危害と、それにより得られる利点を比
較衡量した上で、利点の方が上回る場
合にのみ行われるべきものであり、そ
の可否の決定には、患者の病態、健康
状況等に関する総合的な医学的判断
を要する。
したがって、Ｘ線の人体に対する照射
は、その照射部位や照射方法等に関す
る医師又は歯科医師の具体的な指示
の下に行われる必要がある。
診療放射線技師の免許を有する柔道
整復師であっても、診療放射線技師法
第２条第２項に基づき、医師又は歯科
医師の指示の下でなければ、Ｘ線検査
を行うことを認めることは適当ではな
い。

標榜診療科は、医業についてのもので
あることから、専門的知見を有する医
道審議会にて審議することが適当であ
る。

zA130028

厚生労働省

広告可能な診療科名については、医療
法施行令により定められており、当該
診療科名標榜の規制を緩和し、「緩 医療法第70条第１項 診療科名の追加等を行う場合には、医
及び第３項
学医術に関する学術団体及び医道審
和科」（仮称）の標榜を許可する
議会の意見を聴かなければならないと
されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

C

Ⅱ

広告可能な診療科名については、医学
医術に関する学術団体及び医道審議
会の意見を聴かなければならないとさ
れ、審査に当たっては、①独立した診
療分野を形成していることや、②国民
が適切に受診できる診療科であること
等の基準を満たすことが必要である
が、「緩和科」については、標榜診療科
としては認められていない。
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c

Ⅱ

また、医療法上、標榜可能な診療科名
を列挙している制度の趣旨は、診療科
名が必要以上に細分化したり内容が不
明確になったりすることを防ぐことによ
り、患者への正確な情報提供を確保
し、もって患者の保護に資するためであ
る。それを確保するために、標榜可能
な診療科名を定める場合には、専門的
知識をもった医学医術に関する学術団
体及び医道審議会の意見を聴かなけ
ればならないとされているところであり、
当該法律に定められた手続を経ずに標
榜診療科として、「緩和科」を認めること
はできず、医療機関等についての国民
の選択を支援するために、広告規制の
緩和等の情報提供の推進については
引き続き進めていく考えである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130027

zA130028

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

診療放射線技師免許を有する柔道
整復師の四肢の整復業務にＸ線検
査を認められたい

診療科名標榜の規制を緩和し、「緩
和科」（仮称）の標榜を許可する

要望
管理番号

5007

5008

要望事項
管理番号

5007A001

5008A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望
事項番号

要望主体名

社団法人
柔道接骨師会

佐藤智

東京都

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

柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫
に徒手技術をもって、無血の施術を行う
ことにより、負傷の治癒回復を図る職種
Ｘ線機器は１００万電子ボルト未満に限
である。
定し、技師免許者が適切に操作するもの
法律により骨折、脱臼の施術は、応急手
とし、その危険性は低くする。また、Ｘ線
当を除き、医師の同意を要する。
撮影の負傷部位も柔道整復業務範囲の
骨折、脱臼は、視診、触診等により、負
四肢に限定し、その専門性を活用して、
傷の状況を鑑別、判断し、施術を行って
患者のメリットに寄与しようとするもので
診療放射線技師免許を有する柔道整復
要望事項が実現したときは、診療放射線 いる。
ある。また、Ｘ線機器も移動型（ポータブ
師の四肢の整復業務にＸ線検査を認め
技師の免許を有する柔道整復師の施術 ここに、手技療法の鑑別、判断の精度を
ル）等の軽装備のものでよいのである。
られたい
所にて診断のためＸ線検査を行う
高め、患者の治療に誤りなきを期すた
以上の事項を実現するため診療放射線
め、Ｘ線検査が認められることは、ＥＢＭ
技師の免許を有する柔道整復師が施術
が求められる現今の医療に合致してい
所においてＸ線検査を出来るよう要望す
ると言える。
ることは昭和４５年３月３１日参議院社会
Ｘ線撮影のメリットは、患者の負傷部位
労働委員会の附帯決議にも沿うもので
の施術前と後の状況が画像情報として、
ある。
比較できること、医師の同意を求める根
拠となること、単に伝統的手技療法から
ＥＢＭの実践となることである。

1

がん死亡は死因の第一位であり、年々増加
している。それに伴って緩和医療のニーズが
高まる中、医師不足や医療用麻薬の普及の
遅れなど量的質的な立ち遅れが浮き彫りに
なっている。その結果適切な緩和医療をもと
めて戸惑う末期がんの「がん難民」が生じて
いる。
原因は末期医療には、例えば「外科」「小児
科」というように、その専門性を標榜する診療
科がないことにある。そのため①「末期医療
を志しても標榜できないので開業できない、
勤務医として就職も難しい」から成手が少なく 効果は直ちに「緩和科」を標榜する医師
医師不足である②広告ができないので国民 数、同医師を配置する施設数（診療所･
に周知されない。また現在の緩和医療体制 病院・緩和ケア病棟）、同科を受診する
上①緩和ケア病棟でも「緩和科医」は存在せ 患者数の増加として量的な普及が現れ
ず、多くは他科から転向した医師または他科
る。
と兼務する医師によって運営されているのが
質的には①医療用麻薬の消費量増加
実態である。②医学部に緩和医療の講座が
ないため通常の診療科として備えるべき教 ②医学部講座新設③適切な末期医療が
育・研究の場がなく、専門医はおろか認定医 選択されまた在宅末期医療が普及する
結果として医療費（入院料、抗癌剤料）
制度すらないという問題も生じている。
このため、末期医療をになう診療科「緩和 抑制効果、が期待できる
科」（仮称）を標榜科とし、それを専門とする
医師と教育の場を確保することが急務であ
る。
そこで、標榜許可に関わる手順を定めた医
療法第70条第三項、同四項の規制を緩和
し、緩和医療・ホスピスケアなど末期医療を
専門とする「緩和科」（仮称）の標榜を許可し
ていただきたい。この際必要であれば麻酔科
標榜医にならって一定の資格基準（麻酔科：
二年以上の修練または300例以上の麻酔経
験）を設定し審査することも一法である。

診療科名標榜の規制を緩和し、「緩和
科」（仮称）の標榜を許可する
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その他
（特記事項）

【修練のための施設の例】
１、大学医学部付属病院緩和ケア病棟
東北大学、昭和大学、藤田保健衛生大
学、和歌山県立大学、久留米大学
２、全国の緩和ケア病棟のうち受け入れ
可能な施設
３、在宅緩和ケアを専門とする診療所の
特例による規制緩和が必要な理由：
標榜科の許可にあたっては、医療法第 うち受け入れ可能な施設など
70条第三項、同四項により厚生労働大 【添付資料】
臣は学術団体（日本医学会など）および １、①厚生労働省人口動態統計：主な死
医道審議会の意見を聴かなければなら 因別にみた死亡率の年次推移②ホスピ
ないとされている。実際には関連学会が ス･緩和ケア白書：緩和ケア病棟承認施
日本医師会傘下の日本医学会に加盟し 設の推移
てその分科会となること、及び厚生労働 ２、岩手日報2005.5.9：からだホットライン
省の医道審議会という2つの関門を通過 「薬剤もっと使って」
することが求められる。しかし緩和医療 ３、岩手日報2005.5.30：①「末期がん蘇
学会（平成8年創設）はこの関門をとおる 生断念も、厚労省報告書、患者の同意
見込みはない。なぜなら、①多職種が参 前提」②「トラブル続発も背景、末期がん
加するという末期医療の特性から医師会 医療報告書、判断悩む医師多く
員の割合が十分でない（平成17年4月現 ４、毎日新聞2005.6.9：「がん難民」
在54.8％、通常は80％以上が求められ ５、医療法第70条、施行令第5条の3：診
る）②毎年、20〜30の学会が日本医学会 療科名
加盟を申請しながら１学会しか加盟が認 ６、医療法第69条
められない③日本医学会加盟後も標榜 ７、医療法第70条
科申請待ち学会が多数あるからである。 ８、厚生省医務局長通知、昭和35、3.、14
従って、特例による規制緩和で「緩和 医発183：麻酔科の標榜の許可について
科」の標榜を許可することが必要であ
９、①日本医師会ホームページ：日本医
る。
学会について
②平成16年度日本医師会入会申込
書より：日本医学会分科会一覧
③日本医師会雑誌134：242：日本医
学会代議員会議事録より「日本医学会
加盟申請について」

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130029

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

厚生労働省

○労働者派遣事業には、専門的な業務
等（２６業務）を除き、派遣受入期間制
限が設けられているが、平成１６年３月
労働者派遣法第４０
労働者派遣事業における「複合業 条の２、「労働者派遣 から、「２６業務の実施に伴い、付随的
に２６業務以外の業務を併せて行う場
務」の受入期間制限の判断基準見 事業関係業務取扱 合であって、かつ、２６業務以外の業務
要領」の第９の４の
直し【新規】
の割合が通常の場合の１日当たり又は
（３）のニ
１週間当たりの就業時間数で１割以下
の場合」には、全体として２６業務として
取り扱うことを可能としたところ。

厚生労働省

社会保険診療報酬支払基金が取り 支払基金法第１５条 には、地方自治体の行う乳幼児医療助
及び同条第３項の規 成制度、母子家庭等医療費助成制度
扱う審査支払業務の範囲拡大
定による告示及び局 及び心身障害者（児）医療費助成制度

社会保険診療報酬
zA130031

制度の現状

長通知

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

社会保険診療報酬支払基金の業務

の審査支払は含まれない。

c

Ⅳ

○ 労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少な
い専門的な業務等を除き、臨時的・一時的な労働力の需給
調整システムとして位置付けられているものであることか
ら、派遣受入期間についても、専門的な業務等（２６業務）を
除き、一定の制限が設けられているところであり、２６業務と
２６業務以外の業務を明確に区分して運用する必要があ
る。
○ いわゆる「複合業務」については、従前、２６業務ととも
に、少しでも２６業務以外の業務を行う場合は、すべて一律
に派遣受入期間制限の対象として取り扱ってきたが、２６業
務の円滑な遂行のために付随業務を併せて実施することが
適当なケースは十分に想定されることから、労働政策審議
会における議論も経て、２６業務の円滑な遂行及び派遣労
働者の雇用の安定を図るため、平成１６年３月から、「２６業
務以外の業務の割合が通常の場合の就業時間数で１割以
下の場合」には、全体として２６業務として取り扱うことを可
能としたところである。
○ 提案されている「主たる業務が派遣受入期間の制限の
ない業務である場合に、全体として派遣受入期間の制限の
ない業務として取り扱って差し支えない」こととすることは、２
６業務と２６業務以外の業務の区分を運用上不明確にする
ことにつながること、基準としての明確性に欠け、かえって
派遣労働者の地位の不安化をもたらすこと等から、不適当
である。

社会保険診療報酬支払基金の業務
の範囲は、公的医療保険制度における
Ⅲ、Ⅳ 一部負担金の趣旨を踏まえ、一定の限
度の下で定めることが適当であると考
えている。

81/216

その他

当室からの
再検討要請

１ ２６業務と２６業務以外の業務を明確に区分して運用す
るのは、派遣受入期間の制限の有無、雇用契約申込み義
務の取り扱いの別等さまざまな点で必要なことである。
２ この「主たる業務が派遣受入期間の制限のない業務で
ある場合に、全体として派遣受け入れ期間の制限のない業
務として取り扱って差し支えない」とすべきであると提言をし
た原因の１つは、２６業務と２６業務以外の業務の区分が運
用上不明確だからである。
例えば、取引文書の作成（政令第１１号）において、文言解
釈からすると電話照会業務等が含まれか否か不明である
が、解釈によって電話照会業務は１１号業務に含まれるとさ
れている。これは政令制定当時類型的に｢その業務を迅速
かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を
必要とする業務｣、ないし「その業務に従事する労働者につ
いて、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用
管理を行う必要があると認められる業務」を２６業務として認
めた為であり、単に文言で判断するものではないからであ
る。しかし、２６業務か否かを類型的に判断するのは困難で
ある。文言で示されていない業務は、一々労働局に問い合
わせなければならない。ましてや平成16年3月からの２６業
務以外の付随業務を、一割を基準として２６業務か否か判
断させることは、判断を一層困難にさせている。就業現場に
おいては繁閑のみならず、業務自体が時々刻々変化するの
が現実である以上、第三者機関である労働局においても定
量的に正確な判断を下すのは困難であろう。これでは、運
用上２６業務か否かの判断基準を明確にできない。提案の
とおり、社会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、
全体として２６業務と解釈できるのであれば、その判断を
もって、２６業務か否かのトラブルを防止することができ、現
実的かつ実効性をもつ。
３ 回答では、提案のように解釈するとかえって派遣労働者
の地位を不安定にするとあるが、提案のように、主たる業務
が２６業務の場合、２６業務と解釈することによって、派遣受
入期間制限のない２６業務として、かえって派遣スタッフの
雇用が安定する。
以上の観点を踏まえ、改めて検討し、見解を示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅳ

○ 労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、労働
者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前提とした
雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使関係など
我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること等か
ら、派遣受入期間制限のない業務については、公労使で構
成される労働政策審議会の意見を聴いた上で、「専門的な
知識、技術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管
理を行う必要があると認められる業務」であって、「当該業務
に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたる
その能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認
められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令
で定める業務」であることが必要であるとされている。具体
的には、派遣受入期間制限のない業務として、労働者派遣
法施行令第４条において２６業務が定められており、その解
釈を労働者派遣事業関係業務取扱要領（厚生労働省職業
安定局長通知）において示し、２６業務と２６業務以外の業
務との区分の明確化を図っているところである。
○ いわゆる「複合業務」について、２６業務以外の業務の
割合が通常の場合の就業時間数で１割以下の場合におい
て、全体として２６業務として取り扱うときは、労働者派遣契
約においてそれぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の
通常の場合の就業時間数又はその割合を定め、派遣先管
理台帳においてそれぞれの業務の就業時間数又はその割
合の実績を記載することとされていること、また、派遣先は
派遣労働者の就業時間の管理を的確に行う必要があること
から、「２６業務以外の業務の割合が通常の場合の就業時
間数で１割以下の場合」か否かについては、派遣先や労働
局において判断可能であると考える。
○ 「社会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、全
体として２６業務と解釈」することについては、２６業務と２６
業務以外の業務の区分を運用上不明確にすることにつなが
り、我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあるこ
と、基準としての明確性に欠け、２６業務に該当するか否か
が不透明となり、派遣労働者の地位の不安化をもたらすこと
等から、不適当である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130029

zA130031

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣事業における「複合業
務」の受入期間制限の判断基準見
直し【新規】

社会保険診療報酬支払基金が取り
扱う審査支払業務の範囲拡大

要望
管理番号

5012

5025

要望事項
管理番号

5012A001

5025A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本人材派遣協
会

千葉県千葉市

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

1

いわゆる26業務等の派遣受入期間の
制限のない業務と、派遣受入期間の制
限のある業務を併せて行う場合（以下
「複合業務」という。）において、派遣受入
派遣労働者の雇用の安定のため、複
期間の制限のある業務の割合が通常の
合業務において、派遣受入期間の制限
場合の1日当たりまたは1週間当たりの
がある業務の割合が1割以下である場合
就業時間数で1割以下の場合には、全体
に、期間制限を受けない業務として取り
労働者派遣事業における「複合業務」の
として派遣受入期間の制限を受けない
扱うとした現行の基準を、「主たる業務が
受入期間制限の判断基準見直し【新規】
業務として取り扱って差し支えないとされ
派遣受入期間の制限のない業務である
ている。
場合に、全体として派遣受入期間の制限
なお、この場合には、労働者派遣契約
のない業務として取り扱って差し支えな
において、それぞれの業務の内容及び
い」と改めるべきである。
それぞれの業務の通常の場合の1日当
たりまたは1週間当たりの就業時間数又
はその割合を定めることが必要とされて
いる。

1

社会保険診療報酬支払基金の業務は、
社会保険診療報酬支払基金法、国の告
示及び局長通知により業務範囲が特定
されている。現在市が実施している乳幼
児医療費助成制度の審査支払業務は、
対象外とされているため告示に伴う局長
社会保険診療報酬支払基金が取り扱う 通知の改正により、社会保険診療報酬
審査支払業務の範囲拡大
支払基金が取り扱える業務範囲とするよ
う要望する。なお、母子家庭等医療費助
成制度と心身障害者（児）医療費助成制
度については、現在償還払い方式で実
施しているが、今後現物給付化した際に
は、乳幼児医療費助成制度同様に要望
する。
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乳幼児医療費助成制度の審査支払事務
を社会保険診療報酬支払基金に委託す
る。現在、社会保険分については、保険
給付分はレセプトで社会保険診療報酬
支払基金に、医療費助成分は国民健康
保険団体連合会に請求している。

要望理由

その他
（特記事項）

①いわゆる26業務等派遣受入期間制限のない業務に派遣労働者を
受入れた場合でも、その業務を遂行するためには、業務取扱要領に
記される内容以外の付随的業務等も現実的には必要となり、明記さ
れた業務以外は派遣受入期間制限のない業務にあたらないとする
解釈は実態にそぐわない。本来これら典型的２６業務は、労働者派
遣法施行当時から類型的に専門的又は特殊な雇用管理を要するも
のとして規定されたものであって、当然明記された業務以外の付随
的な業務は含まれていたはずである。そうでなければ派遣労働者が
独立して派遣業務をできず、正社員が付随業務をバックアップすると
いう就労形態としては異例なことになるからである。文言上２６業務
に該当しなかったとしても、派遣労働者は個々の現場において「常
識」に則った判断により派遣先の業務指示に従い多くの場合円滑に
業務を遂行しており、派遣労働者の無用の混乱を防止するために
も、類型的に個々の２６業務の想定している付随的業務は、少なくて
も２６業務に含まれると解釈すべきである。例えば、チーム業務の中
で、チームリーダーの指示のもと各派遣労働者が契約上の業務を遂
行することを解釈上認めているが、派遣先との業務上の打ち合わせ
等を行うチームリーダー業務は文言上２６業務に該当しないものであ
るが、派遣業務遂行上当然想定できる付随的業務であるから２６業
務として認められたと解釈することができる。
②いわゆる２６業務で雇用契約申込み義務が発生するのは、派遣先
が就業場所ごとの同一業務に同一派遣労働者を３年超受け入れて
いる場合において、派遣先が当該同一業務に労働者を雇用しようと
するときであるが、その同一業務か否かの判断は、２６業務に主とし
て従事する労働者を新たに雇おうとするときと解釈されている。解釈
の同一性からいえば、２６業務か否かの解釈は、主たる業務が２６業
務か否かで判別すべきであり、一律的な時間換算による判断は困難
である。
③また複合業務の具体的な判断が困難な点も指摘できる。派遣労
働者の立場からいっても、いわゆる２６業務の派遣受入期間の制限
のない業務として、３年超同一就業場所で働けると思ったにもかかわ
らず、派遣受入期間の制限のある業務と評価され、３年未満で同一
就業場所での就業ができなくなるのは、不意打ちによる終了となり、
安心して就業ができない。特に、派遣就労を継続したいとする派遣
労働者の雇用の安定が図られず、問題である。

乳幼児医療費助成制度の審査支払業務
を社会保険診療報酬支払基金に委託す
ることにより、各医療費助成制度におけ
る実施主体は下記の問題点を解消す
る。
①告示に伴う厚生省保険局長通知文
①医療機関は、社会保険分のレセプト作
②１４大都市乳幼児医療・母子家庭等医
成以外に医療費助成分の請求書作成が
療主管課長会議による要請文
あり、事務処理が二重の手間の負担に
なっている。
②レセプトの査定減などがあっても、医
療費助成分がレセプトと連動できず、公
費の過払いが発生している。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130032

zA130033

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の受給権を担保とし
た借入れの許容

確定拠出年金企業型年金の資格
喪失者に対する個人型年金加入者
としての継続加入条件の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

確定拠出年金法

確定拠出年金は、脱退一時金が支給さ
れる場合や高度障害の場合を除き、６
０歳前の中途引き出しは認めていな
い。

確定拠出年金法

第３号被保険者や公務員は確定拠出
年金に加入できない。
企業型の資格を喪失した後、他の企業
年金制度があり確定拠出年金を実施し
ていない企業に転職した場合等は、個
人型の運用指図者となり加入者とはな
らない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

ⅠⅡⅢ

その他

当室からの
再検討要請

確定拠出年金制度は国民の老後の所
得の確保のために導入されるものであ
り、貯蓄とは異なるものであることから、
原則として脱退一時金の支給要件の緩
和は認められない。具体的にどのよう
な場合に緩和が可能であるかについて
は、次期制度改正時の検討課題であ
る。

退職時の資金ニーズが強いにもかか
わらず退職後６０歳まで受給できない
仕組みが、特に退職金からの全面移行
のニーズが強い中小企業において、確
定給付企業年金制度の普及のネックに
なっていることを踏まえ、支給要件緩和
について再度検討されたい。
また、次期制度改正の時期を明示する
とともに、 可能な措置は次期改正を待
たず対応願いたい。

確定拠出年金の加入対象者の拡大に
ついては、公的年金制度における位置
づけ等を踏まえて中長期的に検討すべ
き事項。

専業主婦（第3号被保険者）、公務員等
にも制度加入を認めることによって、確
定拠出年金制度のポータビリティを確
保することが、制度の普及につながるこ
とから、引き続き検討いただきたい。今
後の具体的な検討スケジュールを示さ
れたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

確定拠出年金は、あくまでも退職金制
度ではなく、老後の所得確保のために
導入される年金制度である。次期制度
改正時期については、確定拠出年金法
附則において、施行（平成13年10月）後
5年を経過した場合において、必要があ
ると認めるときは検討を加え、必要な措
置を講ずる旨の検討規定が置かれて
いるが、具体的には今後の検討等によ
るので、現時点では確定することは困
難である。
支給要件等は法律において規定されて
おり、その緩和には法改正が必要であ
る。

第3号被保険者や公務員については、
確定拠出年金においてのみならず、公
的年金制度における位置付けや共済
制度の在り方等も踏まえて検討すべき
ⅠⅡⅢ
事項であるが、具体的な改正の時期は
今後の検討等によるので、現時点で確
定することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130032

zA130033

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の受給権を担保とし
た借入れの許容

確定拠出年金企業型年金の資格
喪失者に対する個人型年金加入者
としての継続加入条件の緩和

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A018

5032A019

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

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

確定拠出年金制度は、一部の例外を除
き中途換金ができない制度であることを
勘案すると、加入者が受給資格を満たす
継続
時期までに生活困窮等に陥り生活資金
を必要とするケース等を想定しておくこと
が肝要である。

18

確定拠出年金の受給権を担保とした借
入れの許容

19

個人型年金の運用指図者は、それまで
積み立てた資産を個人型年金に移換し
たうえで引き続き資産の運用を行うこと
はできるが、新たに掛金を拠出すること
確定拠出年金企業型年金の資格喪失者
確定拠出年金企業型年金の資格喪失者
はできないため、個人型運用指図者にな
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同 についても個人型年金の加入者として継
に対する個人型年金加入者としての継
らざるをえない転職者は、当初の資産形 継続
様
続的に掛金の拠出を行うことを選択でき
続加入条件の緩和
成プランを実現できないことはもちろんの
るようにする。
こと、拠出期間を長期に分散させること
による運用リスクの軽減化を図ることも
できず、健全な資産形成に支障をきたす
懸念がある。
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（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同 確定拠出年金の受給権を担保とした借
様
入れができるようにする。

要望理由

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）

管理コード

zA130034

zA130035

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

○平成１６年３月から、専門的な業務等
（２６業務）を除いた労働者派遣に係る
派遣受入期間制限について、最長３年
とされたところである。
○派遣受入期間制限のある業務につ
いて、派遣先は、当該派遣受入期間制
限への抵触日以降も、派遣労働者を使
用しようとするときは、当該抵触日の前
労働者派遣法第４０
労働者派遣受入期間の制限規制、
日までに、当該派遣労働者に対して雇
条の２、第４０条の
用契約の申込みをしなければならな
直接雇用への切り替え規制の撤廃
４、第４０条の５
い。
○派遣受入期間制限のない業務につ
いて、派遣先は、同一の業務に同一の
派遣労働者を３年を超えて受け入れて
おり、その業務に新たに労働者を雇い
入れようとするときは、当該派遣労働者
に対して雇用契約の申込みをしなけれ
ばならない。

労働者派遣受入期間制限の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

○平成１６年３月から、専門的な業務等
（２６業務）を除いた労働者派遣に係る
派遣受入期間制限について、最長３年
とされたところである。
労働者派遣法第４０
○平成１６年３月から、「２６業務の実施
条の２、、「労働者派
に伴い、付随的に２６業務以外の業務
遣事業関係業務取
を併せて行う場合であって、かつ、２６
扱要領」の第９の４の
業務以外の業務の割合が通常の場合
（３）のニ
の１日当たり又は１週間当たりの就業
時間数で１割以下の場合」には、全体と
して２６業務として取り扱うことを可能と
したところ。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。

ｃ、ｂ

ｃ

Ⅰ

Ⅰ

＜雇用契約の申込義務の撤廃について＞
○ 派遣労働者に対する雇用契約の申込義務については、
平成１５年改正により、派遣受入期間制限のある業務（２６
業務以外の業務）は、派遣先による派遣受入期間制限違反
を未然に防止するために、また、派遣受入期間制限のない
業務（２６業務）は、派遣労働者の希望を踏まえて派遣先で
の直接雇用の機会を与えるために設けられたものであり、
平成１６年３月に施行され、いまだ施行後間もないこと、ま
た、労働市場等の状況は当時から大きく変化していないこと
等を踏まえると、これを撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「雇用契約の申込み義務
について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行うこととし
ていることから、現在、労働政策審議会において、この点を
含め、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォ
ローアップを行っているところであるが、その結論について
は、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはできない。

＜いわゆる「複合業務」について＞
○ 労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少な
い専門的な業務等を除き、臨時的・一時的な労働力の需給
調整システムとして位置付けられているものであることか
ら、派遣受入期間についても、専門的な業務等（２６業務）を
除き、一定の制限が設けられているところであり、２６業務と
２６業務以外の業務を明確に区分して運用する必要があ
る。
○ いわゆる「複合業務」については、従前、２６業務ととも
に、少しでも２６業務以外の業務を行う場合は、すべて一律
に派遣受入期間制限の対象として取り扱ってきたが、２６業
務の円滑な遂行のために付随業務を併せて実施することが
適当なケースは十分に想定されることから、労働政策審議
会における議論も経て、２６業務の円滑な遂行及び派遣労
働者の雇用の安定を図るため、平成１６年３月から、「２６業
務以外の業務の割合が通常の場合の就業時間数で１割以
下の場合」には、全体として２６業務として取り扱うことを可
能としたところである。
○ 提案されている「主たる業務が２６業務の場合」は派遣
受入期間に制限を受けない業務として取り扱うことは、２６
業務と２６業務以外の業務の区分を運用上不明確にするこ
とにつながること、基準としての明確性に欠け、かえって派
遣労働者の地位の不安化をもたらすこと等から、不適当で
ある。
＜中高年（４５歳以上）における派遣受入期間制限の撤廃に
ついて＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。
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その他

当室からの
再検討要請

○貴省の回答では、常用雇用代替の
観点から、派遣受入期間の制限は不可
能だと主張されているが、使用者の採
用の自由、派遣労働者の就業継続を推
進する観点から、期間制限の撤廃につ
いて検討すべきである。
○派遣先に課している雇用契約の申込
義務により、派遣先が派遣期間満了に
伴って派遣労働者の交代を求めるケー
スが見られるなど、かえって派遣労働
者の就業継続を不安定なものにしてい
るという問題も存在している。
上記の観点を踏まえ、改めて見解を示
されたい。

１ ２６業務と２６業務以外の業務を明確に区分して運用す
るのは、派遣受入期間の制限の有無、雇用契約申込み義
務の取り扱いの別等さまざまな点で必要なことである。
２ この「主たる業務が派遣受入期間の制限のない業務で
ある場合に、全体として派遣受け入れ期間の制限のない業
務として取り扱って差し支えない」とすべきであると提言をし
た原因の１つは、２６業務と２６業務以外の業務の区分が運
用上不明確だからである。
よって電話照会業務は１１号業務に含まれるとされている。
これは政令制定当時類型的に｢その業務を迅速かつ的確に
遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする
業務｣、ないし「その業務に従事する労働者について、就業
形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う
必要があると認められる業務」を２６業務として認めた為で
あり、単に文言で判断するものではないからである。しかし、
２６業務か否かを類型的に判断するのは困難である。文言
で示されていない業務は、一々労働局に問い合わせなけれ
ばならない。ましてや平成16年3月からの２６業務以外の付
随業務を、一割を基準として２６業務か否か判断させること
は、判断を一層困難にさせている。就業現場においては繁
閑のみならず、業務自体が時々刻々変化するのが現実で
ある以上、第三者機関である労働局においても定量的に正
確な判断を下すのは困難であろう。これでは、運用上２６業
務か否かの判断基準を明確にできない。提案のとおり、社
会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、全体として
２６業務と解釈できるのであれば、その判断をもって、２６業
務か否かのトラブルを防止することができ、現実的かつ実効
性をもつ。
３ 回答では、提案のように解釈するとかえって派遣労働者
の地位を不安定にするとあるが、提案のように、主たる業務
が２６業務の場合、２６業務と解釈することによって、派遣受
入期間制限のない２６業務として、かえって派遣スタッフの
雇用が安定する。
以上の観点を踏まえ、改めて検討し、見解を示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c､b

Ⅰ

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れている。このため、派遣受入期間については、常用雇用
の代替のおそれが少ない専門的な業務等を除き、労働者派
遣を活用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、「使用者の採用の自由」を不当に
制約するものではない。
○ 「派遣労働者の就業継続」については、派遣受入期間
制限の枠組みの中で、派遣元事業主に対して、労働者を派
遣労働者として雇い入れようとするときは、雇用契約の期間
を労働者派遣の期間と合わせる等派遣労働者の雇用の安
定を図るために必要な配慮をするよう求めるとともに、派遣
先に対して、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の
期間を可能な限り長く定める等派遣労働者の雇用の安定を
図るために必要な配慮をするよう求めているところである。
＜雇用契約の申込義務の撤廃について＞
○ 「派遣先が派遣期間満了に伴って派遣労働者の交替を
求めるケースが見られるなど、かえって派遣労働者の就業
継続を不安定なものにしている」という指摘について、派遣
労働者に対する雇用契約の申込義務は、派遣先による派
遣受入期間制限違反の未然防止や派遣労働者の希望を踏
まえた派遣先での直接雇用の機会の付与のために設けら
れたものであり、本来的に、派遣労働者の雇用を不安定な
ものとするものではないと考えているが、仮に派遣労働者の
雇用の不安定化をもたらしている実態があるのであれば、こ
うした実態は法の趣旨に反するものであり、派遣先に対し
て、制度等の理解が得られるよう必要な周知・指導等を行っ
ていきたいと考えている。

c

Ⅳ

○ 労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、労働
者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前提とした
雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使関係など
我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること等か
ら、派遣受入期間制限のない業務については、公労使で構
成される労働政策審議会の意見を聴いた上で、「専門的な
知識、技術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管
理を行う必要があると認められる業務」であって、「当該業務
に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたる
その能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認
められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令
で定める業務」であることが必要であるとされている。具体
的には、派遣受入期間制限のない業務として、労働者派遣
法施行令第４条において２６業務が定められており、その解
釈を労働者派遣事業関係業務取扱要領（厚生労働省職業
安定局長通知）において示し、２６業務と２６業務以外の業
務との区分の明確化を図っているところである。
○ いわゆる「複合業務」について、２６業務以外の業務の
割合が通常の場合の就業時間数で１割以下の場合におい
て、全体として２６業務として取り扱うときは、労働者派遣契
約においてそれぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の
通常の場合の就業時間数又はその割合を定め、派遣先管
理台帳においてそれぞれの業務の就業時間数又はその割
合の実績を記載することとされていること、また、派遣先は
派遣労働者の就業時間の管理を的確に行う必要があること
から、「２６業務以外の業務の割合が通常の場合の就業時
間数で１割以下の場合」か否かについては、派遣先や労働
局において判断可能であると考える。
○ 「社会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、全
体として２６業務と解釈」することについては、２６業務と２６
業務以外の業務の区分を運用上不明確にすることにつなが
り、我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあるこ
と、基準としての明確性に欠け、２６業務に該当するか否か
が不透明となり、派遣労働者の地位の不安化をもたらすこと
等から、不適当である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130034

zA130035

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣受入期間の制限規制、
直接雇用への切り替え規制の撤廃

労働者派遣受入期間制限の緩和

要望
管理番号

5034

5034

要望事項
管理番号

5034A001

5034A002

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

労働者派遣受入期間の制限規制、直接
労働者派遣受入期間の制限規制、直接
雇用への切り替え規制を撤廃していただ
雇用への切り替え規制の撤廃
きたい。

労働者派遣受入期間制限の緩和

・派遣期間の制限のない26業務と制限
のある業務（自由化業務）を同一の派遣
社員が行う場合、主たる業務が26業務
の場合は、派遣期間の制限を撤廃して
いただきたい。
・中高年（45歳以上）における派遣期間
制限撤廃

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・派遣契約期間や直接雇用への切り替
え等は本来、当事者間の契約の自由に
委ねるべきである。
・企業が経営状況に対して機敏に対応で
きるようにする必要がある。
・会社側では、基幹業務以外は長期的に
外部労働者を活用したいというニーズが
あり、派遣社員側でも、派遣で長期的に
安定して働きたいという希望がある。企
業の人事政策や働き方の多様化に適応
すべき。

・何を根拠に自由化業務の割合が１割を
超えると派遣期間を制限するのか、根拠
が不明である。また、26業務の付随業務
として行う「コピー」や「庶務」と、自由化
業務としての「コピー」や「庶務」の区別
がつきにくく、混乱をまねいている。
・雇用形態の多様化ニーズや高齢者人
口の増加等時代変化に応じて、柔軟に
見直されるべきである。

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）

管理コード

zA130036

zA130037

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

派遣における事前面談の自由化

該当法令等

労働者派遣法第２６
条第７項、派遣元事
業主が講ずべき措置
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除
に関する指針（平成
き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮
１１年労働省告示第
命令の下に就業させようとする労働者
１３７号）の第２の１１
について、労働者派遣に先立って面接
の(1)、派遣先が講ず
すること等派遣労働者を特定することを
べき措置に関する指
目的とする行為をしてはならない。
針（平成１１年労働省
告示第１３８号）の第
２の３

１労働基準法第41条
２労働基準法第38条
の3
労働時間法制の見直し（エグゼンプ 労働基準法施行規
則第24条の2の2
ション制の導入等）
平成9年2月14日労
働省告示第7号
３労働基準法第38条
の4

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

１ 監督・管理の地位にある者などにつ
いては、労働時間規制の適用が除外さ
れている。
２ 専門業務型裁量労働制の対象業務
は、業務の性質上、その遂行の方法を
大幅に労働者の裁量にゆだねる必要
があるため、当該業務の遂行の手段及
び時間配分の決定等に関し使用者が
具体的な指示をすることが困難なもの
として厚生労働省令（及び厚生労働大
臣告示）によって１９業務が定められて
いる。
３ 企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する
ことが必要である。
（１）事業の運営に関する事項について
の業務であること
（２）企画、立案、調査及び分析の業務
であること
（３）当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に労
働者の裁量にゆだねる必要がある業務
であること
（４）当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し使用者が具体的
な指示をしないこととする業務であるこ
と

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｂ

Ⅰ、Ⅲ

○ 派遣労働者の決定については、雇用主である派遣元事
業主が、派遣労働者の職業能力を評価した上で、派遣先の
必要とする労働力に相応しい労働者を適切に判断し行うこ
とが労働者派遣事業制度の基本的な考え方であること等か
ら、その趣旨にかんがみ、紹介予定派遣以外の労働者派遣
における事前面接を禁止しているところである。
○ また、条件整備等を行わず派遣先による事前面接を可
能とした場合は、職業能力以外の要素である容姿、年齢等
に基づく選別が行われ、派遣労働者の就業機会が不当に
狭められるおそれがあり、また、派遣先と派遣元事業主の
雇用責任が不明確になるなどの問題があることから、事前
面接の禁止を撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための条件整備等につい
て」、「紹介予定派遣における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしていることから、現在、労働政
策審議会において、この点を含め、平成１６年３月に施行さ
れた改正労働者派遣法のフォローアップを行っているところ
であるが、その結論については、公労使の委員の合意が必
要であり、現時点において、その内容や時期を明確化する
ことはできない。

Ⅰ

労働時間法制の見直し（エグゼンプショ
ン制の導入等）については、規制改革・
民間開放推進３か年計画における指摘
などを踏まえ、本年4月に学識経験者
からなる「今後の労働時間制度に関す
る研究会」を立ち上げて御検討いただ
いているところである。同研究会におい
て、昨年実施した「諸外国のホワイトカ
ラー労働者に係る労働時間規制に関す
る調査研究」や裁量労働制の施行状況
についての実態調査なども踏まえ、労
働時間規制の適用除外のあり方につい
て、御検討いただいているところであ
る。

87/216

その他

当室からの
再検討要請

派遣労働者にとっても、事前面接の
ニーズは高く、雇用のミスマッチや派遣
就労開始後のトラブルを防止する観点
からも、一律にこれを法律で禁止する
べきではないと考えられる。
改めて、結論時期について明確に示さ
れたい。

結論時期の明確化及び計画の前倒し
は可能か、回答されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

○ 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決
定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための
条件整備等について」、「紹介予定派遣
における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしているこ
Ⅰ、Ⅲ とから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施
行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであるが、そ
の結論については、公労使の委員の合
意が必要であり、現時点において、そ
の内容や時期を明確化することはでき
ない。

b

労働時間法制の見直し（エグゼンプショ
ン制の導入等）については、現在、「今
後の労働時間制度に関する研究会」に
おいて御議論いただいているところであ
り、年内に報告をとりまとめていただく
予定であるが、その後、関係審議会で
十分御議論いただく必要がある。した
がって、結論時期の明確化及び計画の
前倒しは困難である。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130036

zA130037

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

派遣における事前面談の自由化

労働時間法制の見直し（エグゼンプ
ション制の導入等）

要望
管理番号

5034

5034

要望事項
管理番号

5034A003

5034A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

3

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

派遣における事前面談の自由化

派遣における事前面談を自由化してい
ただきたい。

全職種に裁量労働制を導入させるべき。
少なくともホワイトカラーについては、年
収など一定の条件を満たす場合につい
労働時間法制の見直し（エグゼンプショ て、労働時間規制の対象から除外するし
ン制の導入等）
くみ（エグゼンプション）の導入など、弾力
的な運用を目指すべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・事前面接により、スキルと業務内容と
のミスマッチが少なくなり、中途解約の減
少につながる。派遣先が事前面接をした
場合で、派遣元が雇用するか否かを決
定する権限を有していれば、派遣元の雇
用責任は果たされる。
・平成17年度中に検討を開始することと
しているが、議論を先延ばしにせず、早
急に結論を得られるべく検討が進められ
ることを期待する。

これほど成果主義を唱えている企業の
発想に労働行政側が追いついていな
い。過労死の問題解決は避けられない
にせよ、競争力のある企業を育てるに
は、労働＝時間という工場労働者（ブ
ルーカラー）にのみ適用可能な労働基準
法の大幅な改正が不可欠である。企業
の実態を無視した労働基準法は、百害
あって一利なし。労働行政が企業活動を
あまりにも制約している。
ホワイトカラーなどは、労働の負荷や仕
事の成果が必ずしも労働時間の長さに
比例しないことから、処遇の公平性や納
得性、企業全体の生産性向上の観点か
ら、一律的な労働時間規制の対象とする
には問題がある。

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）

管理コード

zA130038

zA130040

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

請負と派遣の区別の見直し

外務省 厚生労
中国を始め東南アジアからのサー
働省 法務省
ビス産業従業員の入口規制緩和
警察庁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

労働者派遣法第２条
第１号、労働者派遣
事業と請負により行
われる事業との区分
に関する基準を定め
る告示（昭和６１年労
働省告示第３７号）

制度の現状

○労働者派遣事業は、厚生労働大臣
の許可を受け、又は厚生労働大臣に届
出を行った場合を除き、禁止されてい
る。
○請負により行われる事業と労働者派
遣事業との判断を的確に行うため、「労
働者派遣事業と請負により行われる事
業との区分に関する基準」を定め、この
基準（業務の遂行に関する指示その他
の管理を自ら行うものであること等自己
の雇用する労働者の労働力を自ら直接
利用するものであること、請負契約によ
り請け負った業務を自己の業務として
当該契約の相手方から独立して処理す
るものであること）に該当しないものは、
契約の形式が請負契約であっても、労
働者派遣事業であると判断している。

出入国管理及び難 単純労働分野については、外国人労働
民認定法
者の受入れを行っていない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｃ

Ⅰ、Ⅲ

○ 「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制労働、
使用者責任の不明確化、虚偽の就業条件明示、不適切な
就業管理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあるもので
あり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を受け、
又は厚生労働大臣に届出をした場合に限り、一定のルール
の下に適法に事業を行えることとしたところである。これに
関して、請負契約の形式をとって、労働者派遣ではないとす
る脱法行為が行われる場合があるので、「労働者派遣事業
と請負により行われる事業との区分に関する基準」におい
て、具体的な基準を定め、これに該当しないものは契約の
形式が請負契約であっても労働者派遣事業であると判断し
ているところである。
○ 御提案で指摘されている「自己の責任と負担で準備し、
調達する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工
具を除く。）又は材料若しくは資材により、業務を処理するこ
と」については、同基準において、一律に求めているもので
はなく、「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若し
くは経験に基づいて、業務を処理すること」を満たさない場
合においてのみ求めているものであるが、これを満たさない
場合であっても、「労働者派遣事業」に該当しないこととする
ことについては、中間搾取、強制労働、使用者責任の不明
確化、虚偽の就業条件明示、不適切な就業管理・雇用管理
等の弊害が生じるおそれがあるため、不適当である。

Ⅰ

現在、我が国においては、専門的、技
術的分野の外国人労働者については、
受入れを積極的に推進する一方、いわ
ゆる単純労働者については、国内の労
働市場にかかわる問題を始めとして日
本の経済社会と国民生活に多大な影
響を及ぼすことから、国民のコンセンサ
スを踏まえつつ、十分慎重に対応する
こととしている。
我が国の将来の労働力人口は、若年
者、高齢者、女性等が活躍できる雇用
環境を整備することによって、今後大幅
に減少する状況にはなく、また、その減
少分についても、技術革新等の生産性
向上によって補うことが可能と考えられ
る。
また、日本人が就きたがらないような
個別分野における人手不足の問題に
ついても、生産性の向上、産業構造の
高度化の推進を基本としつつ、若年
者、高齢者、女性等の潜在的な労働力
や失業者の就職促進を進めるなど、雇
用環境の改善、省力化、効率化等の対
応を一層強化していくことが重要であ
り、安易に受け入れ拡大を図るべきで
はない。
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その他

当室からの
再検討要請

実務上のニーズを踏まえ、請負の要件
を緩和することについて再検討された
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

○ 「労働者派遣事業」については、中
間搾取、強制労働、使用者責任の不明
確化、虚偽の就業条件明示、不適切な
就業管理・雇用管理等の弊害が生じる
おそれがあるものであり、労働者派遣
法により、厚生労働大臣の許可を受
け、又は厚生労働大臣に届出をした場
合に限り、一定のルールの下に適法に
事業を行えることとしたところである。
○ これに関して、請負契約の形式を
Ⅰ、Ⅲ
とって、労働者派遣ではないとする脱法
行為が行われる場合があるので、「労
働者派遣事業と請負により行われる事
業との区分に関する基準」において、具
体的な基準を定め、これに該当しない
ものは契約の形式が請負契約であって
も労働者派遣事業であると判断してい
るところであり、この基準については、
「実務上のニーズを踏まえ、請負の要
件を緩和する」性質のものではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130038

zA130040

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

請負と派遣の区別の見直し

外務省 厚生労
中国を始め東南アジアからのサー
働省 法務省
ビス産業従業員の入口規制緩和
警察庁

要望
管理番号

5034

5034

要望事項
管理番号

5034A005

5034A015

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

4

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

5

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

請負と派遣の区別の見直し

外部労働力の利用の一形態として、業
務のアウトソーシングが増えている。しか
し、派遣と請負（アウトソーシングなど）と
の区分基準において、請負と認定される
ための条件が厳しすぎるため、請負の要
件を緩和していただきたい。

請負と認定されるためには、「1．請負業
者がその労働者を直接指導命令するこ
と」の他に、「2．請負業者が業務遂行の
ための設備、資材などを用意すること」
が求められており、この２つの要件を満
たさない場合は、派遣とみなして、労働
者派遣法を適用するとしている。労働者
保護の観点からいえば、１の要件を満た
していれば請負として認めるべきであ
る。

中国を始め東南アジアからのサービス
産業従業員の入口規制緩和

現在フードサービス業に従事する人口は
４００万人を超える状況ですが、特に若
者がIT関連分野に転職するものも多く、
全体的に人手不足であり、今後の少子
化を含め重要な問題である。就労査証
の発給緩和を求める。

調理分野・サービス分野の労働者の人
口管理規制を緩和して欲しい。
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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）

管理コード

zA130041

制度の
所管省庁等

項目

就労査証の発給
緩和：外務省 ワーキングビザ及び観光ビザ発給
法務省 厚生労 の緩和
働省 警察庁

該当法令等

制度の現状

出入国管理及び難 単純労働分野については、外国人労働
民認定法
者の受入れを行っていない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

現在、我が国においては、専門的、技
術的分野の外国人労働者については、
受入れを積極的に推進する一方、いわ
ゆる単純労働者については、国内の労
働市場にかかわる問題を始めとして日
本の経済社会と国民生活に多大な影
響を及ぼすことから、国民のコンセンサ
スを踏まえつつ、十分慎重に対応する
こととしている。
我が国の将来の労働力人口は、若年
者、高齢者、女性等が活躍できる雇用
環境を整備することによって、今後大幅
に減少する状況にはなく、また、その減
少分についても、技術革新等の生産性
向上によって補うことが可能と考えられ
る。
また、日本人が就きたがらないような
個別分野における人手不足の問題に
ついても、生産性の向上、産業構造の
高度化の推進を基本としつつ、若年
者、高齢者、女性等の潜在的な労働力
や失業者の就職促進を進めるなど、雇
用環境の改善、省力化、効率化等の対
応を一層強化していくことが重要であ
り、安易に受け入れ拡大を図るべきで
はない。

・老人福祉法第29条
・医療法第42条第１
項及び第2項

zA130042

厚生労働省

医療法人（社団）による有料老人
ホーム運営禁止の見直し

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

医療法人が行うことのできる社会福
祉事業については、「厚生労働大臣の
定める医療法人が行うことができる社
・「厚生労働大臣の
会福祉事業」（平成１０年厚生労働省告
定める医療法人が行
示１５号）において定められているもの
うことができる社会福
に限られているところ。
祉事業」（平成１０年
なお、特別医療法人については本来
厚生労働省告示１５
業務に支障が無く、かつ定款又は寄附
号）
行為に定めること等を条件に一定の収
益業務を行うことを認めており、有料老
・「厚生労働大臣が
人ホームの経営についても認められて
定める医療法人が行
いる。
うことができる収益業
務（平成10年厚生労
働省告示108号）

b

Ⅲ

現在の高齢社会において、医療法人
が所有する施設・ノウハウ等を有効に
活用していくことについては、国民の福
祉上有益であると考えられることから、
一般の医療法人についても有料老人
ホームの経営を認めることにつき、積
極的に検討して参りたい。

91/216

○検討、結論の時期を明示されたい。

b

Ⅲ

現在の高齢社会において、医療法人が
所有する施設・ノウハウ等を有効に活
用していくことについては、国民の福祉
上有益であると考えられることから、一
般の医療法人についても有料老人ホー
ムの経営を認めることにつき、平成18
年度に予定している医療制度改革の際
に措置を行うことを目指し、積極的に検
討して参りたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130041

zA130042

制度の
所管省庁等

項目

就労査証の発給
緩和：外務省 ワーキングビザ及び観光ビザ発給
法務省 厚生労 の緩和
働省 警察庁

厚生労働省

医療法人（社団）による有料老人
ホーム運営禁止の見直し

要望
管理番号

5034

5034

要望事項
管理番号

5034A016

5034A018

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

4

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

16

18

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

ワーカー不足傾向は明らかであり、FTA
絡みの対フィリピンワーカーへのワーキ
ワーキングビザ及び観光ビザ発給の緩
ングビザ発給等の緩和が望まれる。又、
和
中国人に対するビザ発給も実質的に
様々規制があり取引に支障がある。

要望内容の通り

有料老人ホームをすべての医療法人が
医療法人（社団）による有料老人ホーム
運営することができるよう、医療法第４２
運営禁止の見直し
条を見直す。

有料老人ホームは身のまわりの生活に
不安のある高齢者や介護を要する高齢
者が利用する施設であって医療と関連
があると言え、また現に介護保険制度に
おいて特定施設入所者生活介護として
指定を受ければ介護保険サービスとな
ると定められている。厚生労働省が進め
つつある、病院の病床削減施策とそれに
伴うが患者の受け皿や介護・医療サービ
スを付加できる住まいの機能の拡充が
求められており、有料老人ホームはその
機能のひとつとして有効である。また医
療法人と似た性格を持つと言える、同じ
厚生労働省所管の社会福祉法人では、
有料老人ホームを運営できうることと
なっている。これらのことから考慮して、
医療法人に有料老人ホーム運営を禁止
する正当な理由が見つからない。
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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）

管理コード

zA130043

zA130044

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省
融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保育所認可定員の弾力的運用につ
いて

○保育所における保育の実施について
は、一定の条件により定員を超えて保
育することも可能としている。

金 運営管理機関登録に係る変更届提

運営管理機関は、登録事項に変更が
あったときは、その日から２週間以内に
主務大臣に届け出なければならない。

出対象事項の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定拠出年金法

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

c

Ⅳ

○ 保育所における保育の実施につい
ては、その定員の範囲内で行うことが
原則であるが、待機児童が発生してい
る場合に、一層の保育所入所の円滑化
を図るために、一定の範囲内で定員を
超えた入所を認めているところ。
○ 地域の保育需要が定員を超える状
況が恒常的に亘っている場合にあって
は、むしろ定員の改定を積極的に行う
ことにより、地域の保育需要に見合った
適切な定員を設定して対応することが
必要である。

Ⅰ

運営管理機関の登録申請手続（添付書
類）・登録事項の簡素化（非常勤役員）
及び変更届出期間の延長等について
は、適正な運営の監督及び加入者保
護を担保する観点から認めることはで
きない。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130043

zA130044

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省
融庁

項目

保育所認可定員の弾力的運用につ
いて

金 運営管理機関登録に係る変更届提

出対象事項の緩和

要望
管理番号

5035

5040

要望事項
管理番号

5035A001

5040A021

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

2

要望主体名

千葉県野田市

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

1

21

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

保育所の定員については、待機児童の
解消を図るため、平成10年2月13日付厚
生省児童家庭局長通知「保育所への入
所の円滑化について」の「保育所への入
所円滑化対策実施要綱」に基づく児童家
庭局保育課長通知により、年度当初は
認可定員に概ね15％を乗じて得た員数
の範囲内、年度途中から9月までは認可 児童福祉施設最低基準及びその他の関
定員に25％を乗じて得た員数の範囲
係通達に定める基準の範囲内で、年度
保育所認可定員の弾力的運用について
内、年度後半（10月以降）は、認可定員 当初から定員を超えた保育を行うことに
に25％を乗じて得た員数を超えても差し より、一層の待機児童の解消を図る。
支えないこととされているが、公立の保
育所については、児童福祉施設最低基
準（昭和23年12月29日厚生省令第63号）
及びその他の関係通達に定める基準の
範囲内で、年度当初から認可定員を越
えた保育が行えるよう規制改革すること
を要望する。

当市においても待機児童が発生している
状況から、「保育所への入所の円滑化に
ついて」により定員を超えた保育を行っ
ているが、4〜9月はこれを超えた入所希
望があり、待機児童が発生している状況
が続き、10月に待機児童が減少する傾
向があるため、現行通達による運用では
待機児童の解消ができないのが実情で
ある。このため、児童福祉施設最低基準
及びその他の関係通達に定める基準の
範囲内で、年度当初から定員を超えた保
育を実施することにより、より一層の待
機児童の解消を図りたいことから要望す
るもの。

運営管理機関登録に係る変更届提出対 軽微な変更事項については、年１回等の
象事項の緩和
変更届出書提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の
管理事務負担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の
選定等に及ぼす影響が少ないと認めら
れる事項（非常勤役員の変更、資本金額
の小額変更等）については、加入者保護
の観点からも、変更の都度届け出る必
要性は低いと考えられるため。
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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）

管理コード

zA130045

zA130046

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

民間保育所の社会福祉法人会計
基準に基づく書類作成の免除

職業安定法第３２条
の３第２項、職業安
定法施行規則第２０
条第２項、職業安定
求職者からの職業紹介手数料徴収 法施行規則第２０条
第２項の規定に基づ
に関する規制の撤廃
き厚生労働大臣の定
める額（平成１４年厚
生労働省告示第２６
号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

○保育所においては、社会福祉法人会
計基準に基づく資金収支計算書及び資
金収支内訳表の作成が必要

有料職業紹介事業者は、原則として求
職者から手数料を徴収してはならない
こととされており、例外的に一定の求職
者（芸能家、モデル並びに年収７００万
円を超える科学技術者、経営管理者及
び熟練技能者）からのみ徴収すること
が認められている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

ｂ

Ⅰ

Ⅰ、Ⅲ

○ 保育所運営費については、市町村
から委託を受けて当該保育の実施につ
き、児童福祉法第４５条の最低基準を
維持するために要する費用につき支弁
するものであり、「児童福祉法による保
育所運営費国庫負担金について」（昭
和５１年４月１６日付け厚生省発児第５
９号の２）によりその使途の範囲が定め
られているところ。
○ このため、株式会社等が運営する
保育所の場合、損益計算書、貸借対照
表については企業会計基準に則り作成
してもよいこととしているが、企業会計
による損益計算書のみでは「公費の使
途」が不明確であることから、資金収支
計算書及び資金収支内訳表の作成を
全ての保育所実施事業者に対し義務
づけているところである。

○ ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点か
ら、求職者からの手数料徴収は原則禁止しており、①関係
する労働者の利益のために、②最も代表的な使用者団体
及び労働者団体と協議した上で、③特定の種類の労働者及
び特定の種類のサービスについて、例外を認めることがで
きることとされていることから、求職者手数料の徴収が認め
られる範囲としては、個別の職種ごとの特性や実情等から
みて、当該職種における求職者からの手数料の徴収が「求
職者の利益のために必要である」と認められるものであるこ
とが必要であると考えている。
○ また、給与水準の低い者からの求職者手数料の徴収を
認めた場合は、職業紹介事業者が求職者手数料の額に
よって職業紹介の取扱いに差を設け、また、弱い立場にあ
る求職者から不当な額の手数料を徴収するなど、求職者保
護に欠けることとなるおそれがある。
○ このため、御提案の「有料職業紹介事業の手数料徴収
に係る対象職業制限と年収制限の撤廃」は困難であると考
えるが、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平
成１７年３月２５日閣議決定）において、「有料職業紹介事業
者が求職者から手数料を徴収できる範囲について」、「平成
１６年３月１日からの新制度の施行状況等を踏まえ」、検討
を行うこととしていることから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施行された改正職業安
定法のフォローアップを行っているところであるが、その結論
については、公労使の委員の合意が必要であり、現時点に
おいて、その内容や時期を明確化することはできない。
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その他

当室からの
再検討要請

保育所における直接契約・直接補助方
式が導入されれば、会計の自由度が向
上し、このような問題も解決されるもの
と考える。こうした観点からも、直接契
約・直接補助方式の導入を検討された
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

保育所における直接契約・直接補助
方式の導入については、本年3月に閣
議決定された「規制改革･民間開放推
進３か年計画（改定）」（平成17年3月25
日閣議決定）において、「可否について
長期的に検討する」こととされており、
平成９年の児童福祉法の改正による現
在の入所方式の状況、三位一体改革
による平成１６年度からの公私立財源
措置の相違、待機児童の状況、平成１
７年度からモデル事業が開始され、平
成１８年度から直接契約方式により本
格実施される総合施設の実施状況など
を勘案しながら、その可否を長期的に
検討していく必要があると考えている。

Ⅰ、Ⅲ

○ 労働力需給のミスマッチの解消に向けては、国や民間
等の多様な労働力需給調整機関が、それぞれの特性をい
かし、積極的に労働市場における役割を果たしていくことが
重要であると考えており、「ハローワーク等の無料職業紹介
サービスと、民間の有料職業紹介せービスとが並存するこ
と」が問題であるとは考えていない。
○ ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点か
ら、求職者からの手数料徴収は原則禁止されており、①関
係する労働者の利益のために、②最も代表的な使用者団
体及び労働者団体と協議した上で、③特定の種類の労働者
及び特定の種類のサービスについて、例外を認めることが
できることとされていることから、求職者手数料の徴収が認
められる範囲としては、「ハローワークの無料職業紹介サー
ビス」があったとしても、個別の職種ごとの特性や実情等か
らみて、当該職種における求職者からの手数料の徴収が求
職者の利益のために必要であると認められることが必要で
あると考えている。
○ また、給与水準の低い者からの求職者手数料の徴収を
認めた場合は、「ハローワークの無料職業紹介サービス」が
あったとしても、職業紹介事業者が求職者手数料の額に
よって職業紹介の取扱いに差を設け、また、弱い立場にあ
る求職者から不当な額の手数料を徴収するなど、求職者保
護に欠けることとなるおそれがある。
○ このため、御提案の「有料職業紹介事業の手数料徴収
に係る対象職業制限と年収制限の撤廃」は困難であると考
えるが、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平
成１７年３月２５日閣議決定）において、「有料職業紹介事業
者が求職者から手数料を徴収できる範囲について」、「平成
１６年３月１日からの新制度の施行状況等を踏まえ」、検討
を行うこととしていることから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施行された改正職業安
定法のフォローアップを行っているところであるが、その結論
については、公労使の委員の合意が必要であり、現時点に
おいて、その内容や時期を明確化することはできない。

要望者の再意見を踏まえ、従来のハ
ローワーク等の無料職業紹介サービス
と、民間の有料職業紹介サービスとが
並存することによる問題点（求人競争）
等を精査するなど、再度検討いただき
たい。
（要望者再意見）
給与水準の低い者から手数料徴収を
認めた場合、求職者保護に欠けること
となる恐れがあるというご指摘ですが、
このたびの提案はあくまで職業紹介の
「選択肢を増やす」ということでありま
す。現在の求職者の多様なニーズに応
えるためには、従来のハローワーク等
の無料職業紹介サービスと、きめ細か
な民間の有料職業紹介サービスとが並
存することが望ましいと考えます。この
いずれを選択するかについては個人の
自由に委ねられるので、年収や職種に
特段の制限を設ける必要はありませ
ん。また、ご指摘のような求職者保護に
関しては、ハローワークの無料職業紹
介サービスが維持されることにより、十
分保障できるものであると考えておりま
す。

b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130045

zA130046

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

民間保育所の社会福祉法人会計
基準に基づく書類作成の免除

求職者からの職業紹介手数料徴収
に関する規制の撤廃

要望
管理番号

5044

5044

要望事項
管理番号

5044A002

5044A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

株式会社東京リーガルマイ
ンド

株式会社東京リーガルマイ
ンド

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

当該事業の委託趣旨は、①官業の保育
園の経営効率化・合理化の達成、②自
治体の財政状況改善、である。
この目的達成は企業会計基準による財
務内容算出で足るものであり、これに加
−
えて社会福祉法人会計基準に定める
「資金収支計算書」等を作成することは
不要である。
よってこれらの保育所に係る義務を免除
すべきである。

2

民間企業等に認可保育所の経営を委託
した趣旨は、企業会計基準による財務計
算のみで達成可能なものである。
民間保育所の社会福祉法人会計基準に
よって社会福祉法人会計基準に定める 株式会社による認可保育所の経営
基づく書類作成の免除
「資金収支計算書」等を作成することは
不要であり、負担にすぎないのでこれを
免除すべきである。

4

現在は年収700万円以下の求職者から
の手数料徴収が認められないため、最も
求職者からの職業紹介手数料徴収を可 就職に困難を感じている低年収の労働
職業安定法32条３の規制を撤廃し、求職
求職者からの職業紹介手数料徴収に関
能にすることで、多様な職業支援サービ 者が民間のきめ細かな、かつ効果の高
者からの職業紹介手数料徴収を全面的
する規制の撤廃
スの提供を可能にし、ミスマッチのない い充実した就業紹介サービスを享受でき
に容認する
効果的な雇用・就業を実現する
ていない。手数料徴収についての要件を
撤廃し、求職・就職の方法に関する選択
肢を増やすことが必要である。
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その他
（特記事項）

要望理由

添付資料：
「求職者からの職業紹介手数料徴収容
認についての提案書」
１わが国の雇用状況とその変化
２わが国の雇用に関する緊急対策
※求職広告の活用について

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130047

zA130048

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

軽飲食店営業許可証の店内調理
基準策定について

該当法令等

食品衛生法第５１
条、第５２条

１労働基準法第41条
金融サービス業へのホワイトカラー ２労働基準法第38条
の4
エグゼンプションの導入等
平成11年12月27日
労働省告示第149号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

食品衛生法により、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、政
令で定める業種別に、都道府県の知事
の許可を要する。施設の基準は都道府
県が条例で定める。
神奈
川県においては、飲食店営業の施設基
準についは、神奈川県食品衛生法に基
づく営業の施設基準等に関する条例に
規定されている。

１ 監督・管理の地位にある者などにつ
いては、労働時間規制の適用が除外さ
れている。
２ 企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する
ことが必要である。
（１）事業の運営に関する事項について
の業務であること
（２）企画、立案、調査及び分析の業務
であること
（３）当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に労
働者の裁量にゆだねる必要がある業務
であること
（４）当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し使用者が具体的
な指示をしないこととする業務であるこ
と

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

食品衛生法では、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、そ
の営業許可に係る施設基準を都道府
県が条例で定めることとなっていること
から、いわゆるコンビニエンスストアに
ついて国が全国統一的な基準を設定
することは困難である。しかしながら、コ
ンビニエンスストアの営業許可要件に
係る今回の要望内容について、各都道
府県等に周知するとともに、コンビニエ
ンスストアにおける食品の衛生確保に
必要な施設基準等に関し、都道府県、
要望者を含む関係業界団体、学識経験
者等から意見を聴取し、都道府県が条
例の改正を行う際に参考としてもらえる
ようなガイドラインの作成について検討
する。

ｂ

労働時間規制の適用除外については、
規制改革・民間開放推進３か年計画に
おける指摘などを踏まえ、本年4月に学
識経験者からなる「今後の労働時間制
度に関する研究会」を立ち上げて御検
討いただいているところである。同研究
会において、昨年実施した「諸外国のホ
ワイトカラー労働者に係る労働時間規
制に関する調査研究」や裁量労働制の
施行状況についての実態調査なども踏
まえ、御検討いただいているところであ
る。

Ⅰ
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その他

当室からの
再検討要請

回答をふまえ、18年度までに、周知す
ることの可否について、改めて検討され
たい。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

１８年度中にガイドラインを作成し、全
国に周知できるよう検討を開始する。

b

労働時間規制の適用除外については、
現在、「今後の労働時間制度に関する
研究会」において御議論いただいてい
るところであり、年内に報告をとりまとめ
ていただく予定であるが、その後、関係
審議会で十分御議論いただく必要があ
り、結論時期をお示しすることは困難で
ある。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130047

zA130048

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

軽飲食店営業許可証の店内調理
基準策定について

金融サービス業へのホワイトカラー
エグゼンプションの導入等

要望
管理番号

5045

5046

要望事項
管理番号

5045A002

5046A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本フランチャイズ
チェーン協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

2

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・CVS加盟店で取得している軽飲食店営
業許可においては、各自治体により、見
解が異なり、首都圏で特定のオペレー
ションをするとしても、軽飲食店営業許可
の範囲であると許可をいただいたり、範
軽飲食店営業許可証の店内調理基準策
囲を越えているとの指摘を受けたりする
定について
ため、厚生労働省で統一した基準を作成
していただきたい。（神奈川県では、食品
衛生法に基づく営業の施設基準等に関
する条例、神奈川県食品衛生法施行細
則にあたるもの）

①金融サービス業に従事するホワイトカ
ラーについて、労働時間制の適用除外と
すべく、ホワイトカラーエグゼンプション
制度を導入して欲しい。
金融サービス業へのホワイトカラーエグ
②ホワイトカラーエグゼンプション制度の
ゼンプションの導入等
導入が困難な場合には、企画業務型裁
量労働制の対象業務の要件を緩和し、
金融サービス業に従事するホワイトカ
ラーが全て対象となるようにして欲しい。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・ 厚生労働省で許可した基準策定をす
ることにより、全国においての基準を明
確にし、同一レベルのサービスを可能に
する。
・ 加盟店はベンダー、メーカー加工度の
低いものを仕入れ、原材料費を抑え、店
内でトッピング等の加工をし、低価格で
提供する。
例えば、出来たてのホットドッグを提供す
るなら、ドッグバンズ、フランク、ケチャッ
プ、フレッシュ玉ねぎを別々に仕入れ、店
内で組み合わせて、最終加熱をすること
により、手作り、出来たてを低価格でお
渡しすることが可能となる。

・ 安全に提供できるバックボーンがある
にも関わらず、軽飲食店営業許可では、
各管轄保健所での所見により、店内での
加工度の許可が変わってくる可能性が
ある。詳細な規定が各自治体に委ねら
れている点が問題である。
・ 各管轄保健所へ確認することが必要と
なり、商品担当、品質管理担当部署の業
務が煩雑となり、負荷がかかる。

・金融サービス従事者の勤務形態の自
由度が高まり、効率化が図れる。
・従業員の価値観が多様化する中で、裁
量労働制の拡大により業務遂行の手段
や時間配分に対して自らがコントロール
し主体的に業務を遂行して行くことが可
能となり、企業としての生産性の向上に
も資する。

現行の裁量労働制は、対象業務やみな
し労働時間などさまざまな規制がなされ
ており、極めて限定的な運用しかできて
いないのが実態である。そもそも裁量労
働制は労働時間にとらわれず、仕事の
成果を重視すべき制度であり､金融サー
ビス業のホワイトカラーはそのようなコン
セプトに合致するため、労基法第41条の
管理監督者のような労働時間規制の適
用除外として欲しい。また、ホワイトカ
ラーエグゼンプション制度の導入が困難
な場合でも、企画業務型裁量労働制の
対象業務の要件を緩和することで、金融
サービス従事者の勤務体系の自由度が
高まり、効率化に繋がる。

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）

管理コード

zA130049

zA130050

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の原簿記録事項の
緩和

保育所制度における規制緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

記録関連運営管理機関は、他の企業
確定拠出年金法施 年金制度等の資格の得喪に関する事
行規則
項を原簿に記載しておかなければなら
ない。

保育所の施設基準については、児童福
祉施設最低基準によって規定されてい
る。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

C

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

他の企業年金制度等の資格の得喪に
関する事項は、退職所得の課税計算に
必要であり、また拠出限度額の管理の
際にも必要であるため、原簿の記録事
項から除外することはできない。

他年金等の資格の得喪及び支給に関
する情報の主要な使途は、退職所得の
課税計算と考えられ、要望記載の通
り、実際には退職所得の受給に関する
申告書の提出を受けた際に本人から確
認すればよいと考える。引き続きご検
討いただきたい。

Ⅲ

○ 認可保育所に係る児童福祉施設最
低基準は、劣悪な保育環境を排除し、
子どもの健全な発達のために必要な最
低限のものであり、当該基準を満たす
認可保育所がサービス提供の基本で
あることから、当該基準さえ満たしてい
ない認証保育所について、国が制度と
して認めることは困難である。
○ なお、認可保育所の設置主体制限
については、平成１２年に撤廃してお
り、また、多様な保育ニーズへの対応
については、子ども・子育て応援プラン
に基づき、保育所のさらなる多機能化
を目指すことにより対応しているところ
である。

全国一律の児童福祉施設最低基準の
下では、就労形態の多様化等による大
都市の切実な保育ニーズに的確に対
応できない。一方、認証保育所は、事
業者の創意工夫により、現在の認可保
育所では対応できない都民の保育ニー
ズに応えており、保育サービスの水準
も適切に維持されている。制度創設以
降、着実に定着、発展してきた実績も踏
まえ、認証保育所を制度的に認めてい
ただくよう、再度検討を依頼する。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅲ

退職所得控除額を計算する際に使用
する勤続年数の正確性を担保するため
に、他の企業年金制度等の資格の得
喪に関する事項を加入者原簿に記載し
ておくことが必要。

Ⅲ

認可保育所に係る児童福祉施設最低
基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要な最低
限のものであり、当該基準を満たす認
可保育所がサービス提供の基本である
ことから、当該基準さえ満たしていない
認証保育所について、国が制度として
認めることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130049

zA130050

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の原簿記録事項の
緩和

保育所制度における規制緩和

要望
管理番号

5046

5048

要望事項
管理番号

5046A014

5048A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

東京都

要望
事項番号

14

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

確定拠出年金の原簿記録事項の緩和

退職所得の課税計算に使用するとされ
るこれらの事項は、実際には退職所得
の受給に関する申告書の提出を受けた
企業型年金実施事業主または加入者・
際に本人から確認すればよい事項であ
運用指図者から通知を義務付けている 確定拠出年金におけるコストの削減に繋
り、制度加入時に事業主・加入者等に提
他年金等の資格の得喪および支給に関 がり、手数料等の引き下げが可能とな
出を求めかつ記録関連運営管理機関が
する情報に関し、原簿の記録事項から除 る。
長期にわたって記録を保存しなければな
外してほしい。
らないのは、制度を煩雑にし、かつ記録
関連コストの増加につながり加入者利益
に反する。

保育所制度における規制緩和

大都市住民のニーズに即した新たな保
育所として、都が創設した認証保育所を
制度的に認めること。
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・現在の認可保育所では応えきれていな
い、大都市の保育ニーズに対応できる。
・多様な事業者の参入とサービスの競い
合いを促す制度に改めることにより、多
様化する保育ニーズに応えることができ
る新しい保育所設置が可能となる。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

保育の実施を希望する保護者は、入所
を希望する保育所等を記載した申込書
を市町村に提出する。

zA130051

厚生労働省

保育費用を支弁した都道府県又は市
町村の長は、保育所利用者から、保育
費用を徴収した場合における家計に与
える影響を考慮して保育の実施に係る
年齢等に応じて定める額を徴収するこ
とができる。

保育所制度における規制緩和

C

Ⅰ

保育所の施設・設備の整備について
は、補助対象は社会福祉法人である。
保育所の施設基準については、児童福
祉施設最低基準によって規定されてい
る。

指定居宅サービス等

zA130052

厚生労働省

認知症高齢者グループホームの設 の事業の人員、設備 指定認知症対応型共同生活介護事業
所は、共同生活住居を有するものとし、
及び運営に関する基
置促進を目的とした規制の緩和
その数は１又は２とする。
準第１５９条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

Ｃ

Ⅲ

①について
直接契約方式の導入については、「規制改革・民間開放推
進３か年計画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決定）に基
づき、平成９年の児童福祉法の改正による現在の入所方式
の状況、三位一体改革による平成１６年度からの公私立財
源措置の相違、待機児童の状況、平成１７年度からモデル
事業が開始され、平成１８年度から直接契約方式により本
格実施される総合施設の実施状況などを勘案しながら、そ
の可否を長期的に検討することとしている。
②について
保育料の設定については、仮に保育所において自由に保
育料を設定することが可能となれば、特別な配慮が必要な
家庭の児童が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
り、慎重な検討が必要である。
③について
公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合
については、憲法８９条において「公金その他の財産は（中
略）公の支配に属さない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定され
ていることから、施設整備費の補助対象とすることはできな
い。
④について
保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要な最低限のも
のであり、この基準を緩和することは、児童の健康と心身の
健全な育成に支障が生じることが考えられるため適当では
ない。

○認知症高齢者グループホームは、地
域の住民やボランティア等との連携及
び協力を行う等の地域との交流やつな
がりを確保しながら、住み慣れた地域
で家庭的な雰囲気と少人数の安定した
人間関係の下、入居者一人一人の個
性と生活のリズムを尊重したケアを行う
ものであり、可能な限り小規模な事業
形態とし、住み慣れた地域の中に設置
できるようにすることが重要である。
○ 「地域特性を考慮した柔軟な対応を
図る」とのご提案であるが、ユニットの
数を増やすことについては、結局は多
数のあるいは広範囲の地域で暮らして
いた要介護の認知症高齢者が、１つの
敷地に集まって生活することになり、認
知症高齢者に対するケアの在り方から
考えて適切ではないと考えている。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①②について
現行制度下の認可保育所は近年ますます増大している大
都市の多様な保育ニーズに的確に応えられていない。この
ため、早急に抜本的な保育所制度の見直しを行うことを要
望する。
なお、特別な配慮が必要な家庭の児童に対する優先入所
や保育料の設定については、従来どおり行政が責任をもっ
て対応していくべきと考えている。
③について
認可保育所の設置主体には制限は設けられておらず、全
ての設置主体に対し、運営費補助が支出されている。こうし
た実態から、保育サービスを慈善・博愛事業として一律的に
解することには疑義がある。
また、事業の実施について、法律等による公的な規制の
下に置くことで、公の支配の担保は可能であり、再度検討を
依頼する。

c

Ⅰ

④について
大都市の実態に即した基準設定を可能とするような柔軟
な制度構築について、再度検討を依頼する。また、職員定
数の全てに保育士資格を求めていること及び調理員は常勤
職員の配置を原則としていることが緩和されると、児童の健
康と心身の健全な育成に、何故、どのような支障が生じるの
か、について具体的に示されたい。

人口が集中する都市部においては、
ユニット数を増やすことが、「広範囲の
地域」で暮らしていた高齢者を集めるこ
とにはならない。
地価が高く土地の高度利用化が進ん
でいる大都市においては、１事業者あ
たりのユニット数を制限すれば、事業者
の参入を阻害し、身近な地域での整備
を妨げるおそれがある。
都市部と地方では、高齢者人口や地
価に大幅な格差があり、グループホー
ムの指定については、こうした地域特
性を考慮した柔軟な対応を図られるよ
う再度検討を依頼する。
また、ユニット数を２以下とすること
が、認知症高齢者ケアのあり方から適
切であり、３以上とすることが適切でな
いという、その合理的な理由を示された
い。

①②について
直接契約方式の導入については、「規制改革・民間開放推
進３か年計画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決定）に基
づき、平成９年の児童福祉法の改正による現在の入所方式
の状況、三位一体改革による平成１６年度からの公私立財
源措置の相違、待機児童の状況、平成１７年度からモデル
事業が開始され、平成１８年度から直接契約方式により本
格実施される総合施設の実施状況などを勘案しながら、そ
の可否を長期的に検討することとしている。また、保育料の
設定については、仮に保育所において自由に保育料を設定
することが可能となれば、特別な配慮が必要な家庭の児童
が保育サービスを受けられなくなる可能性があり、慎重な検
討が必要である。
③について
公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合
については、憲法８９条において「公金その他の財産は（中
略）公の支配に属さない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない」と規定され
ていることから、施設整備費の補助対象とすることはできな
い。他方、保育所運営費については、市町村に実施義務が
課されており、市町村が当該事務を委託することによって実
施しているものである。
④について
保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要な最低限のも
のである。保育士には、児童を健康と心身の健全な育成や
就学前教育を適切に行う観点から、保育士養成課程や保育
士試験において、社会福祉、児童福祉、発達心理学、精神
保健、小児保健、小児栄養、教育原理、養護原理等の科目
が課されている。こうした幅広い専門知識を有しない者に
よって保育が実施されることは、児童の健康と心身の健全
な育成に支障が生じることが考えられるため適当ではない。
なお、調理員について『常勤』職員の配置を原則としている
とのご指摘は、事実誤認である。(※ 過去5年間において、
認可保育所（入所児童数約197万人）では13件の死亡事故
が発生している一方で、認可外保育施設（入所児童数約17
万6千人。職員定数の１／３につき保育士資格を求めてい
る。）においては36件もの死亡事故が発生。)

○ これまでお示ししているとおり、グ
ループホームは、これまでの施設のよ
うに多数の要介護高齢者を一堂に集め
て集団生活の中でケアを提供すること
の反省の上に立ち、認知症高齢者の特
性を踏まえ、小規模な居住空間、家庭
的な雰囲気、なじみの人間関係、住み
慣れた地域での生活の継続といった要
素を基本として、入居者一人一人の個
性と生活リズムを尊重したケアを行うも
のである。
c

Ⅲ

○ 多くのユニットを設けることは、1か
所に多数の要介護の認知症高齢者が
集まることになり、家庭的な環境を維持
することが難しく、上記のケアの在り方
から考えて適切ではない。
○ 小規模な居住空間でより質の高い
ケアを提供するために、平成15年4月
に、ユニット数の上限を３から２へと改
めたものであり、こうした流れに反する
ような提案を認めることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

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

現行の認可保育所制度について、「保
育に欠ける」要件を利用者の実態に即し
て見直すとともに多様な事業者の参入を
促進し、利用者本位の制度となるよう改
革すること。
①保育所利用方法について、利用者が
施設と直接契約できる制度とすること
②保育料を一定の基準の下に、保育所
が自由に設定できるようにすること
③施設整備について、民間事業者も次
世代育成支援対策施設整備交付金の対
象とすること
④保育所設置基準を緩和すること

zA130051

厚生労働省

保育所制度における規制緩和

5048

5048A002

1

1

東京都

2

保育所制度における規制緩和

zA130052

厚生労働省

認知症高齢者グループホームの設
置促進を目的とした規制の緩和

5048

5048A003

1

1

東京都

3

厚生労働省令に定める、認知症高齢者
認知症高齢者グループホームの設置促 グループホームの指定に係るユニット数
進を目的とした規制の緩和
の制限（２ユニット以内）を緩和し、地域
特性を考慮した柔軟な対応を図ること。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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具体的事業の
実施内容

要望理由

①、②保育所の入所の決定権が区市町
村にあるため、利用者の選択権に実効
性がなく、施設の努力とは関わりなく児
童が入所するしくみとなっている。利用者
本位のサービス提供を実現するため、事
業者が競い合いを通じてサービス向上し
ていくしくみとする必要がある。
③認可保育所は、設置主体に制限はな
く、株式会社等でも設置できることとされ
ているが、株式会社は施設整備交付金
の対象にならない。
④保育所の設置認可権限は都道府県知
事にあるものの、その基準は全国一律
の最低基準を必ず満たさなければならな
いこととなっている。そのため、利便性の
良い市街地での保育所整備が進みにく
い。また、職員定数のすべてに保育士資
格を求めており、保育士以外の資格者
の活用による柔軟なサービス提供ができ
ないほか、調理員について常勤職員配
置が原則とされているため、短時間勤務
職員の導入ができない。保育所における
調理業務は、給食の安全・衛生や栄養
等の質の確保が図られていることを前提
に、平成１０年に委託が認められたが、
調理業務の全部を委託する場合に限ら
れている。

全国一律の規制であり、地域特性を考
慮したものとなっていない。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○ 特別養護老人ホームは、認知症や
寝たきりなどで常時の介護を必要とし、
在宅ではこれを受けることが困難な高
齢者のための入所施設であり、こうした
利用者の保護を図るためには、長期
間、安定した形で介護サービスを提供
する必要がある。

zA130053

厚生労働省

○ 老人福祉法第１
５条
特別養護老人ホームの設置促進を ○ 構造改革特別区
域法第３０条、第３１
目的とした規制等の緩和
条

○ 社会福祉法人以外の法人による特
別養護老人ホームの経営については、
構造改革特別区域法において、ＰＦＩ又
は公設民営方式の下、認めている。

Ｃ

Ⅰ

○ したがって、現在、老人福祉法にお
いては、特別養護老人ホームの経営主
体を自治体と社会福祉法人に限定し、
社会福祉法人が設置・経営する場合に
は、都道府県知事の認可を必要として
いる。
○ 民間営利法人等による特別養護老
人ホームの経営については、構造改革
特区において、利用者の保護に配慮
し、自治体が十分関与できる方式であ
る公設民営又はＰＦＩの下で容認したと
ころ。

その他

当室からの
再検討要請

現在でも、特定施設等においては、常
時介護が必要な高齢者が入所できるこ
ととなっており、こうした高齢者に対する
長期間、安定したサービス提供の必要
性をもって、設置主体を制限する理由
にはならない。
現在、特区において、PFI方式を利用
した民間事業者による運営が可能と
なっているが、極めて限定的であり、多
様な事業者の参入が図られている状況
にない。
さらなる高齢社会を迎えるにあたり、
サービス基盤の整備を促進するため、
制度そのものの柔軟性を図る必要性が
あると考えており、特別養護老人ホー
ムの設置主体に関する規制緩和につ
いて、再度検討を依頼する。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○ 特別養護老人ホームは、認知症や
寝たきりなどで常時の介護を必要とし、
在宅ではこれを受けることが困難な高
齢者のための入所施設であり、また、
平成14年8月からは施設入所を真に必
要とする方が優先的に入所するような
仕組みをとっており、特定施設等に比
べ、入所者の要介護度が高く、より長
期間安定したサービス提供が必要であ
る。
c

Ⅰ
○ こうしたことから、特区において認
めている民間営利法人等による特別養
護老人ホームの運営については、自治
体が十分に関与できる公設民営方式
又はＰＦＩ方式としているところである。
○ 本特例措置の全国展開について
は、特区における実施状況や、評価委
員会での意見等を踏まえ、今後検討す
ることとしている。

○ ご要望については、構造改革特区
において、ＰＦＩ方式を利用することによ
る対応も可能である。

zA130054

厚生労働省

児童福祉施設最低
基準(昭和23年厚生
省令第63条）第49条
障害児施設における調理業務の外 第1項、同条第3項、
同条第5項、第56条、
部委託の容認
第61条第1項、第61
条第3項、第69条第1
項、同条第5項、第73
条第1項

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

知的障害児施設、第一種自閉症児施
設、第二種自閉症児施設、知的障害児
通園施設、盲ろうあ児施設、難聴幼児
通園施設、肢体不自由児施設、肢体不
自由児養護施設、重症心身障害児施
設には、調理員と栄養士を配置しなけ
ればならない。

ｂ

Ⅲ

構造改革特区において、障害児の特性
に応じた食事の提供が行われるよう、
障害児の摂食制限に応じた食材の選
定や、食事の加工が必要な児童への
対応等、きめ細やかな配慮が行われる
場合には、施設の調理室において調理
を行うことを条件に、調理業務を担当す
る者を外部からの派遣を認めていると
ころである。（９０９ 障害児施設におけ
る調理業務の外部委託事業）
特区の全国展開については、特区の実
施状況を踏まえて検討することとしてお
り、今後、構造改革特区推進本部の決
定を受けて実施すべきものと考えてい
る。
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特区の状況を踏まえ、早期実現に向
けて検討していただきたい。

b

Ⅲ

特区の実施状況を踏まえ、早期実現の
可能性を含め検討しているところである
が、最終的には構造改革特区推進本
部の決定を受けて実施するものと考え
ている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130053

zA130054

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省

特別養護老人ホームの設置促進を
目的とした規制等の緩和

厚生労働省

障害児施設における調理業務の外
部委託の容認

要望
管理番号

5048

5048

要望事項
管理番号

5048A004

5048A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

東京都

東京都

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

老人福祉法に定める特別養護老人ホー
特別養護老人ホームの設置促進を目的
ムの設置・運営主体に関する規制を緩
とした規制等の緩和
和し、多様な事業者の参入を促進する。

構造改革特区等で民間事業者による特
別養護老人ホーム運営が行われている
ところであるが、いわゆる公設民営方式
のみという状況であり、多様な事業者の
参入が図られるものとなっていない。

障害児施設における調理業務の外部委 障害児施設における調理業務の外部委
託の容認
託を認めること

・身体障害者更生援護施設、知的障害
者援護施設等の調理業務については第
三者への委託が可能とされているが、障
害児施設においては施設の職員により
行われるものとされている。
・肢体不自由児施設及び知的障害児通
園施設については、構造改革特別区域
法に基づく計画の認定を受けた場合、調
理業務の外部委託が可能となっている。
・しかし、運営面でのより一層の効率化
を図るため、構造改革特区の対象事業
にかかわらず、障害児施設について成
人施設と同様、第三者への委託を認め
られたい。
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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）

管理コード

zA130055

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

児童福祉施設最低
基準（昭和23年厚生
省令第63号）
第21条第１項、第22
条第１項、第27条、
乳児院、母子生活支援施設、児童養護
第42条第１項、第75
施設、情緒障害児短期治療施設及び
条第１項、第80条第
児童自立支援施設には調理員又はこ
１項
れに代わるべき者を配置しなければな
児童福祉施設等の運営における規
らない。
児童福祉法施行規
制緩和
また、児童相談所一時保護所について
則（昭和23年厚生省
も児童福祉法施行規則第３５条で児童
令11号）
養護施設について定める最低基準を準
第35条
用している。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

児童相談所運営指
針について（平成2年
3月5日児発第133
号）

児童福祉施設においては、特区におい
て、暖かい家庭的な雰囲気で食事の提
供が行われるようきめ細やかな配慮が
行われる場合には、施設の調理室にお
いて調理を行うことを条件に、調理業務
を担当する者を外部からの派遣受入れ
を認めているところである。
Ⅲ・Ⅳ 特区の全国展開については、構造改革
特区推進本部決定を受けて、全国展開
することとなる。
また、児童相談所一時保護所について
も、現在特区で実施している「児童福祉
施設における調理業務担当者派遣受
入れ事業」の全国展開時に併せて措置
する予定。

その他

当室からの
再検討要請

利用者本位の制度とするため、全国
展開の早期実現に向けて検討していた
だきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

児童福祉施設においては、特区におい
て、暖かい家庭的な雰囲気で食事の提
供が行われるようきめ細やかな配慮が
行われる場合には、施設の調理室にお
いて調理を行うことを条件に、調理業務
を担当する者を外部からの派遣受入れ
を認めているところである。
Ⅲ・Ⅳ 特区の全国展開については、構造改革
特区推進本部決定を受けて、全国展開
することとなる。
また、児童相談所一時保護所について
も、現在特区で実施している「児童福祉
施設における調理業務担当者派遣受
入れ事業」の全国展開時に併せて措置
する予定。

c

社会保険診療報酬支払基金の業務
の範囲は、公的医療保険制度における
一部負担金の趣旨を踏まえ、一定の限
Ⅲ、Ⅳ 度の下で定めることが適当であると考
えているところであるが、一定の負担の
有無その他の事情に照らし判断するこ
とが適当であると考えている。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130056

厚生労働省

社会保険診療報酬
社会保険診療報酬支払基金が取り 支払基金法第１５条
及び同条第３項の規
扱う審査支払業務の範囲拡大
定による告示及び局
長通知

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

社会保険診療報酬支払基金の業務
には、地方自治体の行う心身障害者医
療費助成制度、ひとり親家庭医療費助
成制度及び乳幼児医療費助成制度の
審査支払は含まれない。

c

社会保険診療報酬支払基金の業務
の範囲は、公的医療保険制度における
Ⅲ、Ⅳ 一部負担金の趣旨を踏まえ、一定の限
度の下で定めることが適当であると考
えている。
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都が実施している医療費助成制度
は、対象者に一部負担金等の一定の
負担を求めており、公的医療保険制度
における一部負担金の趣旨に合致した
ものである。
したがって基金の業務範囲とするの
に適当なものであると考える。
再度検討を依頼したい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130055

zA130056

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

児童福祉施設等の運営における規
制緩和

社会保険診療報酬支払基金が取り
扱う審査支払業務の範囲拡大

要望
管理番号

5048

5048

要望事項
管理番号

5048A006

5048A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

東京都

東京都

要望
事項番号

6

7

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

すべての児童福祉施設及び児童相談所
児童福祉施設等の運営における規制緩
における一時保護施設の調理業務につ
和
いて、外部委託を認めること

･保育所の調理業務については第三者
への委託が可能とされているが、その他
の児童福祉施設等においては、施設の
職員により行われるものとされている。
・運営面でのより一層の効率化を図るた
め、すべての児童福祉施設及び児童相
談所における一時保護施設について第
三者への委託を認められたい。

都が実施している「心身障害者医療費助
成制度」及び区市町村が実施している
「ひとり親家庭医療費助成制度」、「乳幼
社会保険診療報酬支払基金が取り扱う
児医療費助成制度」（以下「医療費助成
審査支払業務の範囲拡大
制度」という。）の審査支払業務を社会保
険診療報酬支払基金が取り扱える業務
範囲とすること。

支払基金の業務範囲は法令等で定めら
れており、医療費助成制度の審査支払
業務は対象外のため、社会保険分はレ
セプトで支払基金に、医療費助成分は国
民健康保険団体連合会に請求。そのた
め、以下の問題がある。
①医療機
関は、社会保険分のレセプト作成に加え
医療費助成分の請求書作成の事務処理
を負担。
②レセプトの査定減等が
あっても、医療費助成分と連動できず、
公費の過払いが発生。
③高
額療養費は、実施主体が一旦全額支払
後、保険者や患者本人と連絡調整して
清算しており、事務処理が煩雑化。
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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）

管理コード

zA130057

zA130058

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

脱法ドラッグ対策の推進

職業能力開発校の設置・運営基準
の見直し

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

脱法ドラッグなどを科学的根拠に基づ
麻薬及び向精神薬
いて依存性、精神毒性が確認されたも
取締法
のについて順次麻薬に指定している。

都道府県が職業能力開発校を設置す
る場合、法第１６条第４項に基づき、訓
練科名、訓練定員、訓練校の組織、そ
職業能力開発促進
の他公共職業能力開発施設の運営に
法第１６条第１項及
関する事項について、都道府県がその
び第４項
条例で定める等、施設の設置者である
都道府県がその管理運営を行ってい
る。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

a

C

Ⅱ

平成１７年度から麻薬指定の根拠とな
る科学的データが乏しい脱法ドラッグに
ついて依存性、精神毒性に関する試験
を実施するための予算を新たに確保し
たところであり、今後とも速やかに麻薬
指定を行っていくこととしている。

−

職業能力開発校は、
○ 職業能力開発促進法（以下「法」と
いう。）第１６条第１項に基づき、都道府
県が設置するものと明確に規定されて
いること
○ 法第１６条第４項において、訓練科
名、訓練定員、訓練校の組織、その他
公共職業能力開発施設の運営に関す
る事項は都道府県の条例で定めるよう
規定されていること
から、施設の設置者である都道府県が
当然その管理運営を行う必要があるも
のと解されるが、公共職業能力開発施
設については、職業訓練の水準の維持
向上のための基準として当該職業訓練
の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設
備その他の基準が厚生労働省令で定
められているものの、当該基準は必要
最低限のもののみを定め、当該基準に
おいて定められていない部分は地域
ニーズ等を勘案して弾力的に教科、訓
練時間、設備等が設定できることから、
現行制度において、十分に都道府県が
主体的に運営できるものと考えている。
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その他

当室からの
再検討要請

−

要望者からの再意見を踏まえ、再度検
討いただきたい。
（要望者再意見）
国からの回答のとおり、現状では、職業
能力開発校は都道府県が設置するこ
と、および管理運営も設置者である都
道府県が行なう必要があるものと解さ
れていることについては理解している。
地方自治法において公の施設の管理
運営の主体をより拡大させる動きの中
で、職業能力開発校の管理運営のあり
方についても再考すべき時期にあると
考えている。
現状を踏まえたうえで、より効果的効
率的に職業能力開発行政を行なうた
め、都道府県が自主的に取組んで行く
ことはもちろんであるが、管理運営業務
について民間委託等を検討できるな
ど、法の解釈を拡大していただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

−

職業能力開発促進法（以下「法」とい
う。）第４条第２項に基づき、都道府県
においても、職業訓練を実施する責務
を有していることから都道府県は職業
能力開発校を設置することとされている
が、職業能力開発校は、法第１６条第１
項及び第４項に基づき、訓練科名、訓
練定員、訓練校の組織、その他公共職
業能力開発施設の運営に関する事項
は都道府県の条例で定めるよう規定さ
れていることから、施設の設置者である
都道府県が当然その管理運営を行う必
要があるものと解され、公共職業能力
開発校の管理運営を、都道府県以外の
第三者が行うことを可能とする法解釈
を行うことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130057

zA130058

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

脱法ドラッグ対策の推進

職業能力開発校の設置・運営基準
の見直し

要望
管理番号

5048

5048

要望事項
管理番号

5048A011

5048A018

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

東京都

東京都

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

11

脱法ドラッグ対策の推進

乱用薬物の麻薬への追加指定について
積極的な運用を図ること。

脱法ドラッグの乱用は、拡大･深刻化が
懸念されており、乱用実態や危険性、青
少年に及ぼす広範な悪影響などは看過
できない状況にあることから、脱法ドラッ
グ規制の実効性を上げるための対策が
必要である。

18

職業能力開発校については、職業能力
開発促進法第１６条で都道府県が設置
することとされている。また、この場合の
管理運営に関して明文の規定はない
職業能力開発校の設置・運営基準の見 が、設置者が当然管理運営を行なうべき
直し
法意と解されている。
このことについて、職業能力開発校の設
置・管理運営は、各都道府県の責任と判
断に基づき、主体的に行えるようにする
こと。

時代の変化や、地域の実情とニーズの
変化に、柔軟な対応を可能とするため。
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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）

管理コード

zA130059

zA130060

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

職業訓練の基準の見直し

ボイラー等連続運転認定における
類似新設機器への適用

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

職業能力開発促進
法第第19条、職業能
力開発促進法施行
規則第10条〜15条

制度の現状

公共職業能力開発施設については、職
業訓練の水準の維持向上のための基
準として当該職業訓練の訓練課程ごと
に教科、訓練時間、設備その他の基準
が厚生労働省令で定められているが、
当該基準は必要最低限のもののみを
定め、当該基準において定められてい
ない部分は地域ニーズ等を勘案して弾
力的に教科、訓練時間、設備等が設定
できるようにしている。

ボイラー及び第一種圧力容器につい
ては、原則開放による性能検査を毎年
受検しなければならないが、安全管理
等が優良な事業場についてはその性
能検査を連続運転により行うことができ
る期間を最大4年まで認めている。
ボイラー等の連続運転認定事業場に
おいて、認定を受けようとするボイラー
等を追加する場合には、変更の認定を
受けなければならない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

c

−

Ⅳ

公共職業能力開発施設については、職
業訓練の水準の維持向上のための基
準として当該職業訓練の訓練課程ごと
に教科、訓練時間、設備その他の基準
が厚生労働省令で定められているが、
当該基準は必要最低限のもののみを
定め、当該基準において定められてい
ない部分は地域ニーズ等を勘案して弾
力的に教科、訓練時間、設備等が設定
できるようにしている。

ボイラー等の連続運転認定事業場にお
いて、連続運転を行うボイラー等を追加
する場合は、その追加した機器の仕
様、使用条件のみならず、機器追加後
の認定事業場の安全性に関する実績、
安全管理体制を含めた運用状況を確
認した上で連続運転の可否を判断する
必要があることから、新品を含めその
安全性を確認することなく連続運転の
対象機器として追加することは措置困
難である。したがって、御要望にはお応
えすることができない。
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その他

当室からの
再検討要請

−

要望者からの再意見を踏まえ、再度検
討いただきたい。
（要望者再意見）
国からの回答のとおり、公共職業能力
開発施設については、職業訓練の水準
の維持向上のための基準として当該職
業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時
間、設備その他の基準が厚生労働省
令で定められており、また当該基準は
必要最低限のもののみ定められている
こと、今年7月より訓練基準の見直しに
係る専門調査委員会が設置されたこと
は理解している。
しかし、設備基準については、ここ数
年来改定されていないことから、特に機
械系や情報系の産業分野では、技術
の進展著しく、現場で使用される設備
機器も大きく変化しており、職業訓練に
おける現在の設備基準の内容と乖離し
ている状況である。設備基準の趣旨は
理解しているが、都道府県において、
技術の進展に速やかに対応した訓練を
実施できるよう、設備の細目等につい
ては都道府県の裁量に任せるなど、設
備基準の大幅な見直しをお願いした
い。

要望者からの再意見を踏まえ、再度検討いただきたい。
（要望者再意見）
ボイラー等の連続運転認定事業場において、ボイラー等の
連続運転認定を更新する場合は、機器の仕様、使用条件の
みならず、機器追加後の認定事業場の安全に関する実績、
安全管理体制を含めた運用状況を確認した上で連続運転
の可否が判断され、可能であれば連続運転の対象とするこ
とができ、認定期間の途中で機器を交換する場合は、「同種
同形式」、「材料及び性能が同等程度」、「使用条件が同等
程度」であれば、４年認定の継続が認められていると理解し
ている。一方、増設を行った場合については、「同種同形
式」、「材料及び性能が同等程度」、「使用条件が同等程度」
のいずれも満たす場合においても、４年認定が認められて
いない状況にあるが、以下に示す１及び２を考慮の上、認定
事業場が、「同種同形式」、「材料及び性能が同等程度」、
「使用条件が同等程度」のいずれも満たしたボイラー等を増
設する場合に、４年認定を認めていただけるようご検討願い
たい。
１．新設機器の機械的な安全性については、ミルシートによ
る材料確認・ 放射線検査等の非破壊検査・実際の耐圧試
験等で評価できるので、機械的初期トラブル発生を抑制で
きる。また、使用条件による影響については、今回の申請が
同等の条件(機器の更新が大半)であることから、既存の設
備の経歴から十分寿命が判断できる。
２．認定事業所として既に認められている事業所において
は、安全管理体制が問題ないと判断されている。機器の追
加に対して、リスク評価(安全性事前評価)等を事前に実施
し、トラブル発生を未然に防止する体制をとっている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

d

c

−

Ⅳ

施行規則別表において産業の基盤と
なる訓練科を標準科として定めており、
当該標準科に係る標準的な設備細目
を定めているが、これらはあくまで標準
（モデル）を示すにすぎず、地域ニーズ
等を勘案して弾力的に訓練科、設備等
が設定できるようにしている。
なお、標準科や設備細目等の内容に
ついては、技術革新の進展等社会経済
情勢の変化に応じて、専門調査委員会
を設置する等により、主要な産業分野
について計画的に見直すこととしてい
る。

ボイラー等の連続運転認定事業場にお
いて、連続運転を行うボイラー等を追加
する場合、１のように新設機器に関して
事前の評価を行い、また２のように既に
連続運転が認められ、かつリスク評価
を事前に実施している認定事業所で
あっても、事前の評価のみならず実際
に機器を追加し、稼働させた場合の事
業場全体の安全性に関する実績及び
安全管理体制を含めた運用状況等に
ついて実際に確認した上でなければ連
続運転の可否を判断することができな
いことから、それらを確認することなく連
続運転の対象機器として追加すること
は措置困難である。したがって、御要望
にはお応えすることができない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130059

zA130060

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

職業訓練の基準の見直し

ボイラー等連続運転認定における
類似新設機器への適用

要望
管理番号

5048

5052

要望事項
管理番号

5048A019

5052A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

東京都

石油化学工業協会

要望
事項番号

19

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

職業訓練の基準の見直し

職業訓練の基準については、職業能力
開発促進法第１９条および施行規則１０
条から２１条で定められている。
このことについて、地域の実情に応じた
柔軟な訓練が実施できるよう、法令で定
める基準は訓練の水準を維持する上で
必要な最低限のものとし、設備の細目等
については都道府県の裁量に任せるな
ど、訓練基準の大幅な緩和を行うこと。

ボイラー等連続運転認定における類似
新設機器への適用

ボイラー等の連続運転認定要領（４年連
続運転に係る要件関係）ではボイラー、
第一種圧力容器の更新製作に関して
ボイラー等の連続運転認定要領（４年連
は、交換前と「同種同型式」、「材料及び
続運転に係る要件関係）において、新規
性能が同等程度」、「使用条件が同等程
に予備機や同一使用条件の機器を増設
度」であれば、４年認定を継続できる。
する場合には既存機器における性能実
績の提示により、４年認定を取得できる
しかし、新規に予備機や同一使用条件
ようにする。
の機器を増設する場合には、新たな機
器として１年目、２年目の性能確認を受
ける必要があり、機器の停止が伴う。
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要望理由

技術の変化や、地域の実情とニーズの
変化に、柔軟な対応を可能とするため。

認定機器の交換については「同種同型
式」、「材料及び性能が同等程度」、「使
用条件が同等程度」であれば４年認定の
継続が認められており、これと「同種同
型式」、「材料及び性能が同等程度」、
「使用条件が同等程度」の新設機器につ
いても、安全性は同等と考えられるた
め、４年認定を認めていただきたい。
【効果】事業者の国際競争力の強化に寄
与する。

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）

管理コード

zA130061

zA130062

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

職業安定法第３２条
の３第２項、職業安
定法施行規則第２０
有料職業紹介事業の手数料徴収 条第２項、職業安定
法施行規則第２０条
に係る対象職業制限と年収制限の 第２項の規定に基づ
撤廃
き厚生労働大臣の定
める額（平成１４年厚
生労働省告示第２６
号）

派遣労働者への雇用契約申込義
務の廃止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

有料職業紹介事業者は、原則として求
職者から手数料を徴収してはならない
こととされており、例外的に一定の求職
者（芸能家、モデル並びに年収７００万
円を超える科学技術者、経営管理者及
び熟練技能者）からのみ徴収すること
が認められている。

○派遣受入期間制限のある業務につ
いて、派遣先は、当該派遣受入期間制
限への抵触日以降も、派遣労働者を使
用しようとするときは、当該抵触日の前
日までに、当該派遣労働者に対して雇
用契約の申込みをしなければならな
労働者派遣法第４０ い。
条の４、第４０条の５ ○派遣受入期間制限のない業務につ
いて、派遣先は、同一の業務に同一の
派遣労働者を３年を超えて受け入れて
おり、その業務に新たに労働者を雇い
入れようとするときは、当該派遣労働者
に対して雇用契約の申込みをしなけれ
ばならない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｂ

Ⅰ、Ⅲ

○ ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点か
ら、求職者からの手数料徴収は原則禁止しており、①関係
する労働者の利益のために、②最も代表的な使用者団体
及び労働者団体と協議した上で、③特定の種類の労働者及
び特定の種類のサービスについて、例外を認めることがで
きることとされていることから、求職者手数料の徴収が認め
られる範囲としては、個別の職種ごとの特性や実情等から
みて、当該職種における求職者からの手数料の徴収が「求
職者の利益のために必要である」と認められるものであるこ
とが必要であると考えている。
○ また、給与水準の低い者からの求職者手数料の徴収を
認めた場合は、職業紹介事業者が求職者手数料の額に
よって職業紹介の取扱いに差を設け、また、弱い立場にあ
る求職者から不当な額の手数料を徴収するなど、求職者保
護に欠けることとなるおそれがある。
○ このため、御提案の「有料職業紹介事業の手数料徴収
に係る対象職業制限と年収制限の撤廃」は困難であると考
えるが、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平
成１７年３月２５日閣議決定）において、「有料職業紹介事業
者が求職者から手数料を徴収できる範囲について」、「平成
１６年３月１日からの新制度の施行状況等を踏まえ」、検討
を行うこととしていることから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施行された改正職業安
定法のフォローアップを行っているところであるが、その結論
については、公労使の委員の合意が必要であり、現時点に
おいて、その内容や時期を明確化することはできない。

Ⅰ

○ 派遣労働者に対する雇用契約の申込義務については、
平成１５年改正により、派遣受入期間制限のある業務（２６
業務以外の業務）は、派遣先による派遣受入期間制限違反
を未然に防止するために、また、派遣受入期間制限のない
業務（２６業務）は、派遣労働者の希望を踏まえて派遣先で
の直接雇用の機会を与えるために設けられたものであり、
平成１６年３月に施行され、いまだ施行後間もないこと、ま
た、労働市場等の状況は当時から大きく変化していないこと
等を踏まえると、これを撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「雇用契約の申込み義務
について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行うこととし
ていることから、現在、労働政策審議会において、この点を
含め、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォ
ローアップを行っているところであるが、その結論について
は、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはできない。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は、給与水準によって労働者を
差別し、職業紹介機会が制限されてい
る現状が労働者の利益の観点から適
切ではない、という観点から早急の見
直しを要望しているものであり、要望者
の意図を踏まえ、検討の前倒しの可否
について改めて回答されたい。

派遣先に課している雇用契約の申込義
務により、派遣先が派遣期間満了に
伴って派遣労働者の交代を求めるケー
スが見られるなど、かえって派遣労働
者の就業継続を不安定なものにしてい
るという問題も存在している。
上記の観点を踏まえ、検討を進めるべ
きである。
改めて結論時期について、具体的に示
されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○ 「給与水準によって労働者を差別し、職業紹介機会が制
限されている」という指摘について、求職者手数料に関する
年収要件に該当しない求職者は、職業安定法第５条の６の
求職申込み受理原則の下、無料で職業紹介を受けることが
できることから、給与水準による職業紹介機会の制限は生
じるものではない。

b

b

Ⅰ、Ⅲ

Ⅰ

○ 御提案の「有料職業紹介事業の手数料徴収に係る対象
職業制限と年収制限の撤廃」は困難であると考えるが、「規
制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７年３月２
５日閣議決定）において、「有料職業紹介事業者が求職者
から手数料を徴収できる範囲について」、「平成１６年３月１
日からの新制度の施行状況等を踏まえ」、検討を行うことと
していることから、現在、労働政策審議会において、この点
を含め、平成１６年３月に施行された改正職業安定法のフォ
ローアップを行っているところであるが、その結論について
は、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはできない。

○ 「派遣先が派遣期間満了に伴って派遣労働者の交替を
求めるケースが見られるなど、かえって派遣労働者の就業
継続を不安定なものにしている」という指摘について、派遣
労働者に対する雇用契約の申込義務は、派遣先による派
遣受入期間制限違反の未然防止や派遣労働者の希望を踏
まえた派遣先での直接雇用の機会の付与のために設けら
れたものであり、本来的に、派遣労働者の雇用を不安定な
ものとするものではないと考えているが、仮に派遣労働者の
雇用の不安定化をもたらしている実態があるのであれば、こ
うした実態は法の趣旨に反するものであり、派遣先に対し
て、制度等の理解が得られるよう必要な周知・指導等を行っ
ていきたいと考えている。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「雇用契約の申込み義務
について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行うこととし
ていることから、現在、労働政策審議会において、この点を
含め、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォ
ローアップを行っているところであるが、その結論について
は、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはできない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130061

zA130062

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

有料職業紹介事業の手数料徴収
に係る対象職業制限と年収制限の
撤廃

派遣労働者への雇用契約申込義
務の廃止

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A001

5053A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

有料職業紹介事業の手数料徴収に係る さらなる規制緩和として、対象職業と年
対象職業制限と年収制限の撤廃
収に関する制限を撤廃すべきである。

①民間の職業紹介サービスの高度化に
より、ユーザー満足度やマッチング率の
向上が見込め、事業運営が健全化す
有料職業紹介事業者は、厚生労働省
る。
令で定める場合を除き、求職者から手数
②手数料の徴収額に一定の制限があれ 料を徴収してはならない。厚生労働省令
ば、問題は生じない。
では、芸能家、モデルのほか、科学技術
③「規制改革・民間開放推進３か年計
者、経営管理者、熟練技能者であって、
画」（改定）(2005年3月25日）の中でも
年収700万円を超える仕事についた場合
「有料職業紹介事業者が求職者から手 には、就職後６ヶ月以内に支払われた賃
数料を徴収できる範囲について、平成16 金の100分の10.5を上限として手数料の
年３月１日からの新制度の施行状況等を 徴収ができることとされている。
踏まえ、更なる拡大に関し、検討を行う」
と回答されている。

派遣受入期間の制限のある業務の場
合も、派遣受入期間の制限のない業務
の場合も、派遣先は、一定期間経過後、
一定要件のもと、派遣労働者に対して、
雇用契約の申込みをしなければならない
が、この雇用契約申込み義務を廃止す （要望理由の続き）
べきである。特に特定労働者派遣事業 ⑥また、直接雇用の申込は法40条の４、
の場合は、既に雇用の安定が図られて 法40条の５で具体的に規定されている要
いるため早期に廃止すべきである。
件に当てはまらない限り強制されること
また、派遣受入期間の制限のない業務 は絶対に認められるべきではなく、法の
についても、法違反がないにも関わら
定めない事項を行政として指導すべきで
派遣労働者への雇用契約申込義務の廃
ず、３年を超えて受入れている業務に労 はない。
止
働者を直接雇用しようとする場合、３年を ⑦「規制改革・民間開放推進３か年計
超えて受入れている派遣労働者への雇 画」（改定）(2005年３月25日）の中でも
用契約申込みを義務づけることについて 「雇用契約の申込み義務については、そ
も早急に廃止すべきである。さらに、一 の実施状況等を踏まえ、必要な検討を
定要件を満たさない場合でも、労働者派 行う」とされており、廃止に向けて早急に
遣法第48条を拡大解釈し、直接雇用の 結論を出すべきである。
申込についての行政指導がなされてい
るが、法48条の指導、助言及び監督に
雇用契約の申込に関することが含まれ
ないことを通達等で明確にすべきであ
る。

①雇用契約申込義務は判例でも認めら
れる事業主の労働者の採用の自由を侵
害し、働き方の選択肢を狭めるものであ
ることから廃止すべきである。
②雇用契約申込は、当事者間で決める
べきことであって、直接雇用の労働者と
派遣労働者の人材活用を別個に考える
会社が多い現実を考えても法律で一律
に義務付けることは馴染まず、企業・労
働者双方にとって、雇用機会を縮小する
要因にもなるため廃止すべきである。
③特に、特定労働者派遣事業の場合
は、既に法律の目的である雇用の安定
が満たされており、雇用契約の申込義務
は必要ないため廃止すべきである。
④また、派遣期間の制限のない業務の
場合については、新入社員を採用すると
きであっても雇用契約申込み義務が発
生するため、新入社員の採用をためらう
要因ともなり、人事の適切な配置が困難
となるケースも頻発しているため、早急
な廃止が必要である。
⑤実態として、この雇用契約申込み義務
が派遣先に課されることによって、派遣
先がこの義務を回避するため、３年超継
続して就業した派遣労働者の交替を要
求するケースが出てきており、期間制限
のない業務であるにもかかわらず現実
的には派遣労働者として継続して働くと
いう働き方が認められにくくなっている。
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いわゆる自由化業務のように派遣受入
期間の制限のある業務の場合、派遣先
は、派遣受入期間制限に抵触する日以
降も、派遣停止の通知を受けた派遣労
働者を使用しようとするときは、抵触日の
前日までに、派遣先に雇用されることを
希望する派遣労働者に対し、雇用契約
の申込みをしなければならない。また、
派遣受入期間の制限のない業務の場
合、派遣先は、①派遣先の事業所その
他派遣就業の場所ごとの同一の業務に
同一の派遣労働者を３年を超えて受け
入れており、②その業務に新たに労働者
を雇い入れようとするときは、その派遣
労働者に対し、雇用契約の申込みをしな
ければならない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130063

zA130064

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

労働者派遣法第２６
条第７項、派遣元事
業主が講ずべき措置
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除
に関する指針（平成
き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮
１１年労働省告示第
派遣労働者を特定することを目的と
命令の下に就業させようとする労働者
１３７号）の第２の１１
について、労働者派遣に先立って面接
する行為の禁止の撤廃
の(1)、派遣先が講ず
すること等派遣労働者を特定することを
べき措置に関する指
目的とする行為をしてはならない。
針（平成１１年労働省
告示第１３８号）の第
２の３

○平成１６年３月から、専門的な業務等
労働者派遣のいわゆる自由化業務 労働者派遣法第４０ （２６業務）を除いた労働者派遣に係る
条の２
派遣受入期間制限について、最長３年
の派遣受入期間制限の撤廃
とされたところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｃ

Ⅰ、Ⅲ

Ⅰ

○ 派遣労働者の決定については、雇用主である派遣元事
業主が、派遣労働者の職業能力を評価した上で、派遣先の
必要とする労働力に相応しい労働者を適切に判断し行うこ
とが労働者派遣事業制度の基本的な考え方であること等か
ら、その趣旨にかんがみ、紹介予定派遣以外の労働者派遣
における事前面接を禁止しているところである。
○ また、条件整備等を行わず派遣先による事前面接を可
能とした場合は、職業能力以外の要素である容姿、年齢等
に基づく選別が行われ、派遣労働者の就業機会が不当に
狭められるおそれがあり、また、派遣先と派遣元事業主の
雇用責任が不明確になるなどの問題があることから、事前
面接の禁止を撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための条件整備等につい
て」、「紹介予定派遣における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしていることから、現在、労働政
策審議会において、この点を含め、平成１６年３月に施行さ
れた改正労働者派遣法のフォローアップを行っているところ
であるが、その結論については、公労使の委員の合意が必
要であり、現時点において、その内容や時期を明確化する
ことはできない。

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。
＜過半数組合等の意見聴取について＞
○ 派遣受入期間の制限については、平成１６年３月から、
３年までの期間で臨時的・一時的と判断できる期間に延長し
たところであるが、その際の労働政策審議会において、「１
年を超えても臨時的・一時的と考えられる期間であると判断
できるかどうかは、個別事業所ごとに、派遣先の事業主が
判断することとし、派遣先の事業主が当該事業所の労働者
の過半数代表の意見を聴いた上で判断することが適当であ
る」と建議されたところであり、労働者派遣事業が派遣先の
常用雇用の代替のおそれを内在していること等にかんがみ
ると、１年を超えて臨時的・一時的と判断できる期間につい
て過半数組合等の意見聴取を行うことは、必要な手続であ
ると考える。
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その他

当室からの
再検討要請

派遣労働者にとっても、事前面接の
ニーズは高く、雇用のミスマッチや派遣
就労開始後のトラブルを防止する観点
からも、一律にこれを法律で禁止する
べきではないと考えられる。
改めて、結論時期について明確に示さ
れたい。

貴省の回答では、常用雇用代替の観
点から、派遣受入期間の制限は不可能
だと主張されているが、使用者の採用
の自由、派遣労働者の就業継続を推進
する観点から、期間制限の撤廃につい
て検討すべきである。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

○ 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決
定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための
条件整備等について」、「紹介予定派遣
における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしているこ
Ⅰ、Ⅲ とから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施
行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであるが、そ
の結論については、公労使の委員の合
意が必要であり、現時点において、そ
の内容や時期を明確化することはでき
ない。

c

○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れている。このため、派遣受入期間については、常用雇用
の代替のおそれが少ない専門的な業務等を除き、労働者派
遣を活用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、「使用者の採用の自由」を不当に
制約するものではない。
○ 「派遣労働者の就業継続」については、派遣受入期間
制限の枠組みの中で、派遣元事業主に対して、労働者を派
遣労働者として雇い入れようとするときは、雇用契約の期間
を労働者派遣の期間と合わせる等派遣労働者の雇用の安
定を図るために必要な配慮をするよう求めるとともに、派遣
先に対して、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の
期間を可能な限り長く定める等派遣労働者の雇用の安定を
図るために必要な配慮をするよう求めているところである。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130063

zA130064

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

派遣労働者を特定することを目的と
する行為の禁止の撤廃

労働者派遣のいわゆる自由化業務
の派遣受入期間制限の撤廃

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A003

5053A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

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）

派遣労働者を特定することを目的にす
る行為は、現在紹介予定派遣の場合の
み許されているが、これを通常の労働者
派遣についても、解禁すべきである。特
派遣労働者を特定することを目的とする
に派遣労働者を特定することを目的にす
行為の禁止の撤廃
る行為に、個人を特定するのではなく若
年者に限ることとする等一般的属性を特
定する場合も含まれるとする解釈は、早
急に改めるべきである。

（要望理由 右下の続き）④欧米諸国で
も事前面接等を禁止している例はない。
⑤派遣就労開始前に事前面接等をする
ことについては、厚生労働省が2002年に
調査した派遣労働者調査でも、登録型
派遣労働者は、「場合によっては認めら
れてよい」を含めて89.4％が解禁するべ
きと回答しており、事前面接等に対する
ニーズは高い。
⑥派遣先が講ずべき措置に関する指針
で、若年者に限ること等も派遣労働者の
特定行為に該当するとされているが、客
観的な認定が困難であり、拡大解釈され
る懸念もあるため、この場合の特定とい
う概念については、個々人を選考するこ
とに限定すべきである。
⑦法律では努力義務規定であるにもか
かわらず、指針は義務規定になってお
り、矛盾が生じているため、早急に指針
を見直すべきである。
⑧「規制改革・民間開放推進３か年計
画」（改定）(2005年３月25日）の中でも
「事前面接の解禁のための条件整備等
について、可及的速やかに検討を行う」
とされており、解禁に向けて早急に結論
を出すべきである。

①派遣就労開始前に事前面接等をする
ことは、雇用のミスマッチや派遣就業開
始後のトラブルを防止することによる雇
用機会創出効果があり、派遣労働者、派
遣元、派遣先にとって好ましいものであ
るから、法律で一律に禁止すべきではな
い。
②近年の業務の多様化、専門化に伴
い、派遣元を介した情報提供だけでは不
十分なケースが増加し、ミスマッチのリス
クが高まっている現状を勘案し、派遣労
働者と派遣先が相互に条件を評価でき
る事前面接等は認められるべきである。
③派遣労働者を特定することを目的とす
る行為の禁止の趣旨は、事前面接等を
認めると派遣先と派遣労働者との間に
雇用関係が成立し、労働者供給に該当
する可能性があること、また職業能力以
外で例えば年齢等に基づく選別が行わ
れ、派遣労働者の就業機会が不当に狭
められると指摘されるが、事前面接等が
行われたとしても最終的に派遣元が派
遣労働者と雇用契約を結び雇用責任を
果たす限り、労働者供給に該当すること
はない。

派遣先は、労働者派遣契約を締結する
に際し、派遣労働者を特定することをし
ないよう努めなければないとされている
（紹介予定派遣の場合は除く）。「派遣労
働者を特定することを目的とする行為」
には、派遣先がその受け入れる派遣労
働者を選別するために行う事前面接や
履歴書の送付要請等のほか、若年者に
限定すること等が該当する。しかし、派
遣労働者または派遣労働者になろうとす
る者が、派遣就業を行う派遣先として適
当であるかどうかを確認する等のため、
自らの判断の下で派遣就業開始前に事
業所を訪問すること等は許されている。

派遣受入期間の制限のあるいわゆる
自由化業務について、継続して派遣労
働者を受け入れることができるよう制度
を一本化し、派遣可能期間の制限を早
労働者派遣のいわゆる自由化業務の派
期に撤廃すべきである。
遣受入期間制限の撤廃
また、早期に撤廃できない場合は、少
なくとも、一律に過半数組合等の意見聴
取なしに派遣可能期間を３年まで延長す
べきである。

①労働者の職業選択の自由から派遣労
働者だけに働く期間を制限する理由はな
く、派遣労働者として継続して働くことを
希望する労働者の希望、ライフスタイル
（要望理由 右下の続き）⑤会社の人事
を尊重し、同一の業務に従事する期間を
政策は経営上の重要事項であり、労働
法律で制限するべきではない。
組合等への意見聴取を法律で義務付け
②派遣可能期間経過後は、別の派遣先
るべきではない。
で派遣就労すればよいので、職業選択
⑥今後の少子高齢化による労働力人口
の自由を侵害していないとの反論があり
減少問題や多様化する働き方ニーズへ
えようが、派遣先の選択は、派遣労働者
の対応、更なる国際競争の激化を考え
の自由であり、現行の規制は、派遣労働
た場合、国内産業の維持・発展や雇用
者の意思が無視され、働き方の選択肢
の拡大を図るためにはフレキシブルな労
が制限されるものとなっている。
働力需給システムが必要であり、労働市
③派遣可能期間が満了した業務につい
場の活力をそぐ。
ては、直接雇用の労働者を活用する、あ
⑦また、高齢者雇用安定法の改正に
るいは業務委託を活用する等の対応が
よって継続雇用制度の導入が義務付け
必要になるが、そもそも直接雇用の労働
られ、高齢者の継続雇用のためグルー
者と派遣労働者では人材活用の考え方
プ会社の労働者派遣会社を設立して継
が異なる。しかも、業務委託では労働者
続雇用を図ろうとする企業が増えている
に対する指揮命令ができず、派遣先の
が、現行法では60歳から３年を超えた以
生産性や業務品質の確保に影響を与え
降、同一業務への派遣が不可能になる。
ている。
高齢者の雇用の安定のためにも派遣可
④派遣可能期間の制限は、正社員の代
能期間制限を撤廃すべきである。
替防止を理由にしているが、働き方の多
様化を図るためには、派遣労働者として
働くことを希望する労働者の希望を尊重
すべきである。

派遣受入期間の制限のあるいわゆる
自由化業務については、派遣先の事業
所その他派遣就業場所ごとの同一業務
について、派遣可能期間が原則１年、派
遣先の労働者の過半数で組織する労働
組合ないしその労働組合がない場合に
は、労働者の過半数を代表する者（以下
「過半数組合等」という）の意見聴取に
よって延長しても、最大３年までに制限さ
れている。派遣労働者、派遣元を変えた
としても派遣を継続することはできない。
派遣契約を更新する場合は、３ヶ月を超
える空白期間を空けなければならない。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130065

zA130066

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

物の製造業務派遣の派遣受入期
間制限の撤廃ないし延長

派遣禁止業務の解禁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

○平成１６年３月から、専門的な業務等
労働者派遣法第４０ （２６業務）を除いた労働者派遣に係る
条の２、附則第５項 派遣受入期間制限について、最長３年
とされたところである。

①港湾運送業務、②建設業務、③警備
労働者派遣法第４条
業務及び④病院等における医療関連
第１項、労働者派遣
業務（当該業務について紹介予定派遣
法施行令第１条、第
をする場合を除く。）については、労働
２条
者派遣事業を行うことはできない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

c

Ⅰ

Ⅰ・Ⅱ

○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。
○ 物の製造業務への労働者派遣事業については、平成１
６年３月から可能としたところであるが、我が国の労働者の
雇用に及ぼす影響が特に大きいものであること等から、平
成１９年２月末までは、激変緩和措置（経過措置）として派遣
受入期間の制限を１年としているところであり、その制度趣
旨等を踏まえると、御提案のように物の製造業務に係る経
過措置を廃止することは困難である。
○ なお、平成１８年３月１日に物の製造業務についての労
働者派遣の受入れを開始する場合においては、平成１９年
２月末日までの間に労働者の過半数代表者等の意見聴取
等一定の手続を行ったときは、平成１９年３月１日以降も、最
長３年まで（平成２１年２月末日まで）継続して労働者派遣を
受け入れることが可能である。

○ 労働者派遣事業の派遣適用除外業務については、次
のとおり、労働者保護や業務の適正な遂行の確保の見地か
ら設けられているものであり、「職業選択の自由」を不当に
制約するものではなく、これを撤廃することは不適当であ
る。
① 港湾運送業務については、業務の波動性等その特殊性
にかんがみ、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業とは別
に、港湾労働法において、港湾労働の実情を踏まえた特別
な労働力需給調整制度として港湾労働者派遣制度が導入
されているところであり、労働者派遣法の労働者派遣事業
の対象とすることは適当ではない。
② 建設業務については、受注生産、総合生産等その特殊
性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働
者派遣法に基づく労働者派遣事業とは別に、建設労働者の
雇用の改善等に関する法律において、建設労働の実情を
踏まえた特別な労働力需給調整制度として建設業務労働
者就業機会確保事業制度が設けられたところであり、労働
者派遣法の労働者派遣事業の対象とすることは適当ではな
い（上記制度の創設に係る国会審議においても、建設業務
については労働者派遣事業の適用除外を堅持するべきで
あるとの附帯決議（平成１７年６月２９日衆議院厚生労働委
員会。平成１７年７月７日参議院厚生労働委員会）が全会一
致でなされたところ）。
③ 警備業務については、請負形態により業務を処理する
ことが警備業法上求められており、労働者派遣を認めた場
合、その業務の適正実施に問題が生ずることとされているこ
とから、労働者派遣法の労働者派遣事業の対象とすること
は適当ではない。
④ 病院等の医療関連業務（紹介予定派遣の場合を除く。）
については、病院等が派遣労働者を受け入れると、病院が
チーム医療の構成員を特定できず、また、チーム医療の構
成員に派遣元事業主の都合によって差し替えられる者が含
まれることとなり、チーム医療の構成員によるお互いの能力
把握や意思疎通が十分になされず、チーム医療に支障が
生じ、また、患者に提供される医療に支障が生じかねないお
それがあることから、労働者派遣法の労働者派遣事業の対
象とすることは適当ではない。
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その他

当室からの
再検討要請

派遣期間を1年に制限することは、結果
的に派遣労働者の雇用が不安定となる
面があるため、物の製造業務の派遣の
経過措置については早急に廃止される
べきである。これらを踏まえて、改めて
見解を示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

○ 物の製造業務への労働者派遣事
業については、平成１６年３月から可能
としたところであるが、我が国の労働者
の雇用に及ぼす影響が特に大きいもの
であること等から、平成１９年２月末ま
では、激変緩和措置（経過措置）として
派遣受入期間の制限を１年としている
ところであり、その制度趣旨等を踏まえ
ると、御提案のように物の製造業務に
係る経過措置を廃止することは困難で
ある。
○ なお、平成１８年３月１日に物の製
造業務についての労働者派遣の受入
れを開始する場合においては、平成１９
年２月末日までの間に労働者の過半数
代表者等の意見聴取等一定の手続を
行ったときは、平成１９年３月１日以降
も、最長３年まで（平成２１年２月末日ま
で）継続して労働者派遣を受け入れる
ことが可能である。

要望者からの以下の意見を踏まえ、改めて検討し、見解を
示されたい。
③警備業務での労働者派遣を特定労働者派遣事業に限定
した場合、公安委員会の厳正な審査を受け、警備業務の適
正な実施を確保する体制の整った警備業者が派遣元とな
り、その業務の適正実施に問題が生ずることは考えにくい。
よって、特定労働者派遣事業として当該警備業者が、人命
や財産保護等警備業務の目的を遂行するための警備要員
のフレキシブルな調整ができるよう、労働者派遣を解禁すべ
きである。
④チームワークはコミュニケーションとしっかりした人材・機
器・設備管理が成されているかの問題で、雇用形態の問題
ではない。雇用形態が異なると、チームワークを損ねるなど
とは、全くの推論に過ぎない。現に、通常雇用者からの重大
医療ミスは近年特に頻発していることからも、一目瞭然であ
る。仮に通常雇用者以外からの発生が多いのであれば具
体的な数字を示すべきである。すなわち、チームワークの保
持・向上を口実にした根拠の無い理由付けを図っているに
過ぎないと思える。そもそも、医療従事者は国家資格が必
要であり、この資格を取得した時点で、該当業務に従事可
能なはずなのに、これに加えて雇用形態の種類まで規制を
加えるのは、国家資格の重みを失墜させるのみでなく、二重
規制を施しているようなもので、就業の自由に対して差別を
加えている以外の何者でもない。

（警備業務について）
○ 警備業務については、警備業法上、警備業務の適正な
実施を確保するため、公安委員会の認定を得た警備業者が
労働者を直接指揮命令することにより業務を処理すること
が必要とされていることから、「警備業務での労働者派遣を
特定労働者派遣事業に限定した場合」であっても、労働者
派遣事業の対象とすることは適当ではない。

c

Ⅰ・Ⅱ

（医療関連業務について）
○ 病院等の医療関連業務（紹介予定派遣の場合を除く。）
について労働者派遣事業の対象とすることは適当ではない
という主張は、単に雇用形態が異なるということを理由とし
ているものではなく、病院等が派遣労働者を受け入れると、
病院がチーム医療の構成員を特定できず、また、チーム医
療の構成員に派遣元事業主の都合によって差し替えられる
者が含まれることとなり、チーム医療の構成員によるお互い
の能力把握や意思疎通が十分になされず、チーム医療に
支障が生じ、また、患者に提供される医療に支障が生じか
ねないおそれがあることから、労働者派遣事業の対象とす
ることは適当ではないとするものである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130065

zA130066

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

物の製造業務派遣の派遣受入期
間制限の撤廃ないし延長

派遣禁止業務の解禁

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A005

5053A006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

5

6

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）

《要望理由 右下の続き）
④業務委託によるアウトソーシングが馴
染まない比較的小規模な製造業の派遣
先においては、特に労働者派遣のニー
ズが高く、中小企業の雇用機会創出・拡
大、中小企業の事業のさらなる活性化を
推進するため製造業務についても派遣
期間制限は撤廃すべきである。
⑤製造業務での派遣労働者の雇用を守
るとともに派遣労働者の安全衛生が労
働者派遣法の下で確保されるよう、当面
の対応としては、製造業務の派遣におい
て、雇用管理を行う現場責任者を派遣元
が駐在させている業務の労働者派遣を
政令で定める業務（労働者派遣法第40
条の２第１項第１号）に加えるべきであ
る。

①物の製造業務の派遣受入期間制限
は、2007年２月末まで１年に制限されて
いるが、１年という期間は、ようやく技能・
技術を習熟できる期間であり、派遣労働
者にとっても技能・技術が身についたと
ころで派遣先が変更されるということにな
り、雇用創出効果が期待しにくく、安定雇
用にもつながらない。激変緩和措置期間
を待たずとも早期に期間延長・撤廃を求
める声は強い。
②１年に制限されている限り、単純作業
でしか労働者派遣の活用ができず、早
急な見直しがされない限り、企業は業務
の海外移転等を検討しなければならな
い。
③労働者派遣は多様な働き方の選択肢
を提供し、雇用機会の創出・拡大を果た
す労働力需給調整のしくみであり、フ
リーター、ニート等の若年者対策に貢献
できるにもかかわらず、派遣受け入れ期
間が過剰に制限されることでその機能が
有効に働いていない。

物の製造業務派遣は、2004年３月１日
より解禁されたが、派遣受入期間は、
2007年２月末まで、1年に制限されてい
る。派遣契約を更新する場合は、３ヶ月
を超える空白期間を設けなければならな
い。

《要望理由 右下の続き）
③警備業務については、公安委員会の
厳正な審査を受け、警備業務の適正な
実施を確保する体制の整った警備業者
が、警備員指導教育責任者の現任教育
を受講した派遣警備員を活用するもので
あるから、適用対象業務として適当でな
いと判断されることは納得性が低く、人
命や財産保護等警備業務の目的を遂行
するための警備要員のフレキシブルな調
整ができるよう、労働者派遣を解禁すべ
きである。
④病院等における医療関係の業務は、
①港湾運送業務、②建設業務、③警備
病院等からの要望も多く、医師等の過疎
業務、④病院等における医療関係の業
地帯の人手不足対策としても期待でき、
務（当該業務について紹介予定派遣を
労働者派遣の需給調整機能が期待され
する場合を除く）についても、労働者派遣
る業務であるため労働者派遣を解禁す
を解禁すべきである。
べきである。
⑤病院等における医療関係の業務への
派遣を禁止している理由に、労働者派遣
を入れた場合、チーム医療が害され、患
者の生命身体に害を及ぼすおそれがあ
るとする意見があるが、現在でも手術の
際、大学の医局から医師が派遣される
ケースがあることを踏まえると、チーム医
療が害されるという指摘はあたらない。
医療関係業務は、国家資格に基づき業
務がなされるのであって、雇用形態に
よって医療の内容が左右されるものでは
なく合理的な理由とはいえない。

①国民の職業選択の自由は憲法に保障
されており（憲法第22条第１項）、雇用形
態によって差を設ける合理的理由はな
く、派遣労働者だけを差別することは不
適当であることから、派遣労働者であっ
ても、多様な働き方の選択肢が認めら
れ、他の労働者と同様にあらゆる業務に
自由に就労できるよう禁止業務を撤廃す
べきである。
②港湾運送業務については、港湾労働
法に基づく港湾労働者派遣制度、建設
業務については、今国会に提出されてい
る改正建設労働者雇用改善法に基づく
建設業務労働者就業機会確保事業の運
用状況をみて、速やかに一般制度に移
行することを検討すべきである。

物の製造業務派遣の派遣受入期間制
限を撤廃すべきである。少なくとも、早急
物の製造業務派遣の派遣受入期間制限
にいわゆる自由化業務と同じように派遣
の撤廃ないし延長
可能期間を１年から３年に延長すべきで
ある。

派遣禁止業務の解禁
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労働者派遣法では、①港湾運送業務、
②建設業務、③警備業務、④病院等に
おける医療関係の業務（当該業務につ
いて紹介予定派遣をする場合を除く）に
ついて、労働者派遣を行ってはならない
とされている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

要望者からの以下の意見を踏まえ、改
めて検討し、見解を示されたい。

zA130067

zA130068

厚生労働省

厚生労働省

士業者派遣の解禁【新規】

派遣労働者の直接雇用申し込みに
ついて厚生労働大臣が行う指導及
び助言に関する規定の見直し【新
規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

社会保険労務士法 士業（社会保険労務士）は労働者派遣
第２７条
事業の対象としていない。

労働者派遣法第４９
条の２第２項、「労働
者派遣事業関係業
務取扱要領」の第９
の４の（７）

厚生労働大臣は、派遣先が派遣受入
期間制限に違反して労働者派遣の役
務の提供を受けており、かつ、当該派
遣労働者が当該派遣先に雇用されるこ
とを希望している場合において、当該派
遣先に対し、労働者派遣法第４８条第１
項により当該派遣労働者を雇い入れる
ように指導又は助言したにもかかわら
ず、当該派遣先がこれに従わなかった
ときは、当該派遣先に対し、当該派遣
労働者を雇い入れるように勧告するこ
とができる。

ｃ

ｃ

Ⅰ

社会保険労務士を労働者派遣の対象
とすることを認めると、労働者派遣業者
（派遣元）が、社会保険労務士との間の
雇用契約に基づく指揮命令を通じて、
実質的に派遣先の社会保険労務士業
務を取り扱うことになるおそれがあり、
当該派遣の対価を得ること自体が、派
遣元が雇用契約に基づく包括的な指揮
命令を行使して実質的に社労士業務を
取り扱っていると評価され得ることか
ら、無資格者の社会保険労務士業務へ
の介入のおそれを排除する規定である
社会保険労務士法第２７条に抵触する
こととなる。

Ⅳ

○ 厚生労働大臣は、派遣先が派遣受
入期間制限に違反して労働者派遣の
役務の提供を受けており、かつ、当該
派遣労働者が当該派遣先に雇用され
ることを希望している場合において、当
該派遣先に対し、労働者派遣法第４８
条第１項により当該派遣労働者を雇い
入れるように指導又は助言したにもか
かわらず、当該派遣先がこれに従わな
かったときは、当該派遣先に対し、当該
派遣労働者を雇い入れるように勧告す
ることができることとされており、その際
には、当該派遣労働者の希望による場
合を除き、期間の定めなき雇用による
よう指導若しくは助言又は勧告をするこ
ととしているところである。
○ これは、労働者の労働条件は当事
者間で決定されるべきものであるが、
当該指導若しくは助言又は勧告に係る
労働者の労働条件については、労働者
の雇用の安定にかんがみ、期間の定
めなき雇用によることが望ましいものと
考え、このような行政指導を行っている
ものであり、当該要領を改正する必要
はない。
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派遣元が社会保険労務士を派遣するこ
とは、実質的に無資格者が社会保険労
務業務を行うに等しいとするという論理
が成り立つのであれば、医師・看護師
等の派遣は、派遣元企業が無資格で
医療行為を行っていることにもなる。現
行の派遣法の枠組みでは、派遣元企
業が派遣社員をコントロールする危険
性を排除できないということであれば、
これを排除しうる上乗せ規制（例えば、
派遣元は派遣社員に対し派遣先企業
における業務の内容について助言・指
導を行う権限を有しないといったことを
注意的に規定するなど）によって対応
可能であると考える。士業者が多様な
実務経験を積み専門性をより向上さ
せ、その高度な専門知識を広く社会が
活用できるシステムを構築していくため
にも、派遣という新しい就業形態を認め
ていく方策を検討すべきである。

c

Ⅰ

要望者からの以下の意見を踏まえ、改
めて検討し、見解を示されたい。
派遣労働者に直接雇用を申し込む際
に、「期間の定めのない雇用」とするか
どうかは、採用方針に基づいて企業が
独自に決めることである。業務取り扱い
要領には「法の規定により派遣先に対
し派遣労働者を雇い入れるように指導
又は助言、勧告する際には、当該派遣
労働者の希望による場合を除き、期間
の定めなき雇用によるよう指導又は助
言、勧告する」とされているが、有期雇
用にて実際に直接雇用を申し込んだに
もかかわらず、また、勧告を受け、ま
た、勧告に従わなかったときは、その旨
を公表するというのは行政の過剰な介
入であるので、当該規定を削除又は見
直すべきである。

派遣元が派遣労働者（派遣社会保険労
務士）へ影響を及ぼすおそれを排除す
るためには指揮監督権の行使を派遣
元が行わないこととするほかないが、そ
のようなことを行えば、派遣元と派遣労
働者の雇用関係を否定し、派遣労働と
いうものを否定することにつながるので
不可能である。

○ 厚生労働大臣は、派遣先が派遣受入期間制限に違反
して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該派
遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場
合において、当該派遣先に対し、労働者派遣法第４８条第１
項により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言
したにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかったとき
は、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるよう
に勧告することができることとされており、その際には、当該
派遣労働者の希望による場合を除き、期間の定めなき雇用
によるよう指導若しくは助言又は勧告をすることとしていると
ころである。

c

Ⅳ

○ 当該労働者の労働条件は当事者間で決定されるべきも
のであるが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の
労働条件やその業務に従事している派遣先の労働者の労
働条件等を総合的に勘案して決定されることが求められる
ところであり、当該指導若しくは助言又は勧告に係る労働者
の労働条件については、労働者の雇用の安定にかんがみ、
期間の定めなき雇用によることが望ましいものと考え、この
ような行政指導を行っているものであり、当該要領を改正す
る必要はない。
○ なお、当該派遣先が当該派遣労働者に対して有期の雇
用契約の申込みを行った場合は、派遣先の労働者の労働
条件等諸般の事情を勘案して、勧告等を行うか否か判断す
るものである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130067

zA130068

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

士業者派遣の解禁【新規】

派遣労働者の直接雇用申し込みに
ついて厚生労働大臣が行う指導及
び助言に関する規定の見直し【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A007

5053A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

7

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

労働者派遣法第40条の２の派遣受入
期間の制限を超えて派遣労働者を受け
入れている派遣先に対して、厚生労働大
臣が派遣労働者を雇い入れるよう指導
派遣労働者の直接雇用申し込みについ
又は助言、勧告を行う場合の「指導又は
て厚生労働大臣が行う指導及び助言に
助言、勧告」の内容が、期間の定めのな
関する規定の見直し【新規】
い雇用である必然性はない旨を明らか
にするため、労働者派遣事業関係業務
取扱要領第９、４．（7）を速やかに削除ま
たは改正すべきである。
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その他
（特記事項）

企業再生やM&A等が頻繁に発生する
中で、企業は短期限定的に弁護士や会
計士、中小企業診断士や社労士といっ
弁護士、外国法事務弁護士、司法書
た専門家やその補助者といった人材を
士、土地家屋調査士、公認会計士、税理
集中的に必要とするケースが多くなって
士、弁理士、社会保険労務士及び行政
おり、こうした現場に相応しいプロフェッ
書士の業務については、資格者個人が
ショナルを供給しうるよう、各種士業者の
それぞれ業務の委託を受けて当該業務
労働者派遣・紹介を認めるべきである。
を行う（当該業務については指揮命令を
企業に直接雇用され、活躍する各種士
受けることがない）ことから、労働者派遣
業者がいる中で、労働者派遣を禁止する
の対象とされていない。
合理性根拠はなく、多様な働き方の選択
肢の拡大という観点からも、士業者の労
働者派遣を解禁すべきである。

全ての士業について、有資格者・登録
資格者の労働者派遣を認めるべきであ
る。

士業者派遣の解禁【新規】

要望理由

（要望理由 右下の続き）
③直接雇用としての期間の定めのない
雇用と期間の定めのある雇用は、企業
に保障されている採用の自由の下で、
個々の企業の採用方針に従ってそれぞ
れ申し入れがなされるべきものであっ
て、こうした企業の実情を無視して一律
に「期間の定めのない雇用」を指導又は
助言、勧告（これに従わなかった場合に
はその旨の公表もなされ得る）すること
は、法の趣旨を超えた契約の自由・私的
自治への過剰な干渉である。
④この点の記載を見直したとしても、法
令に矛盾することはなく、他の直接雇用
申し込みの場合との一貫性も保つことが
でき、また、上記記載と同様の記載をす
ることにより申し込みに係る労働条件の
内容が不利になることはないよう歯止め
をかけることができるため、特に不都合
はない。

①派遣先の派遣労働者に対する雇用契
約の申込義務を定める労働者派遣法第
40条の４ないし同40条の５においても、
厚生労働大臣の指導及び助言並びに勧
告を定める第48条及び第49条の２にお
いても、派遣労働者に提示する雇用条
件が期間の定めのない雇用（すなわち
正規社員としての地位）でなければなら
ないという法令上の根拠はなく、また、ど
のような雇用条件を提示するかは契約
自由の原則その他の私的自治に委ねら
れるべき領域であり、必要以上の行政の
関与は認められるべきではない。
②取扱要領に係る直接雇用申込義務の
記載は、上記趣旨を反映して、一貫し
て、「労働条件は、当事者間で決定され
るべきものであるが、派遣先と派遣労働
者との間で、派遣就業中の労働条件や、
その業務に従事している派遣先の労働
者の労働条件等を総合的に勘案して決
定されることが求められる」とされている
にもかかわらず、厚生労働大臣の指導
及び助言並びに勧告に関わる記載にお
いてのみ、「期間の定めのない雇用とな
るよう」とされており矛盾している。

労働者派遣事業関係業務取扱要領第
９、４．（7）「派遣受入期間の制限を超え
て労働者派遣の役務の提供を受けた場
合の取扱い」では、労働者派遣法第48
条、第49条の２に基づき「派遣先に対し
派遣労働者を雇い入れるように指導又
は助言、勧告する際には、当該派遣労
働者の希望による場合を除き、期間の定
めのなき雇用になるよう指導又は助言、
勧告する」とされている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130069

zA130070

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

○平成１６年３月から、専門的な知識、
技術又は経験や特別な雇用管理を必
要とする業務であって、労働者派遣が
労働者の職業生活の全期間にわたる
労働者派遣法上のいわゆる26業種 労働者派遣法第４０ その能力の有効な発揮及びその雇用
条の２、労働者派遣 の安定に資すると認められる雇用慣行
の見直し【新規】
法施行令第４条 を損なわないと認められるものとして政
令で定める業務（いわゆる２６業務）等
を除いた労働者派遣に係る派遣受入
期間の制限について、最長３年とされ
たところである。

労働者派遣法第２条
第１号、労働者派遣
労働者派遣事業と請負により行わ 事業と請負により行
われる事業との区分
れる事業との区分の見直し【新規】 に関する基準を定め
る告示（昭和６１年労
働省告示第３７号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

○労働者派遣事業は、厚生労働大臣
の許可を受け、又は厚生労働大臣に届
出を行った場合を除き、禁止されてい
る。
○請負により行われる事業と労働者派
遣事業との判断を的確に行うため、「労
働者派遣事業と請負により行われる事
業との区分に関する基準」を定め、この
基準（業務の遂行に関する指示その他
の管理を自ら行うものであること等自己
の雇用する労働者の労働力を自ら直接
利用するものであること、請負契約によ
り請け負った業務を自己の業務として
当該契約の相手方から独立して処理す
るものであること）に該当しないものは、
契約の形式が請負契約であっても、労
働者派遣事業であると判断している。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。

ｃ

ｃ

Ⅰ、Ⅱ

Ⅰ、Ⅲ

＜いわゆる２６業務の見直しについて＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
ること等から、派遣受入期間の制限が適用されない業務（い
わゆる２６業務）としては、公労使の合意も経て、「専門的な
知識、技術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管
理を行う必要があると認められる業務」であって、「当該業務
に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたる
その能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認
められる雇用慣行を損なわないと認められるものであるこ
と」を要するものとされているところである。
○ いわゆる２６業務に含めるべき業務については、当該業
務の専門性や雇用管理の在り方、常用労働者の雇用の安
定に及ぼす影響などについて具体的に検討することが必要
であり、具体的要望、業務の実態等を踏まえ、必要に応じて
検討すべきであると考えているところであるが、御提案の
「消費貸借契約に基づく弁済計画の見直しを含む契約の更
改に関わる業務等」や「機械等の保守及びアフターサービス
の業務」は、様々な業務が含まれ得るものであり、専門性や
雇用管理の在り方、常用労働者の雇用の安定に及ぼす影
響などについて検討するための具体性がなく、これをもっ
て、いわゆる２６業務に含めることの可否について回答する
ことは困難である。

○ 「労働者派遣事業」については、中間搾取、強制労働、
使用者責任の不明確化、虚偽の就業条件明示、不適切な
就業管理・雇用管理等の弊害が生じるおそれがあるもので
あり、労働者派遣法により、厚生労働大臣の許可を受け、
又は厚生労働大臣に届出をした場合に限り、一定のルール
の下に適法に事業を行えることとしたところである。これに
関して、請負契約の形式をとって、労働者派遣ではないとす
る脱法行為が行われる場合があるので、「労働者派遣事業
と請負により行われる事業との区分に関する基準」におい
て、具体的な基準を定め、これに該当しないものは契約の
形式が請負契約であっても労働者派遣事業であると判断し
ているところである。
○ 御提案で指摘されている「自己の責任と負担で準備し、
調達する機械、設備若しくは器材（業務上必要な簡易な工
具を除く。）又は材料若しくは資材により、業務を処理するこ
と」については、同基準において、一律に求めているもので
はなく、「自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若し
くは経験に基づいて、業務を処理すること」を満たさない場
合においてのみ求めているものであるが、これを満たさない
場合であっても、「労働者派遣事業」に該当しないこととする
ことについては、中間搾取、強制労働、使用者責任の不明
確化、虚偽の就業条件明示、不適切な就業管理・雇用管理
等の弊害が生じるおそれがあるため、不適当である。
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要望者の実務的ニーズを踏まえ、改め
て検討されたい。

c

＜派遣受入期間制限の撤廃について
＞
○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安定
した雇用機会の確保、長期雇用慣行を
前提とした雇用の安定、職業能力の有
効発揮、安定した労使関係など我が国
の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれ
がある。我が国においては、働き方が
多様化している一方で、長期雇用慣行
は今後の基本的な雇用形態として維持
Ⅰ、Ⅱ すべきものであるとの考え方も強く、こ
うした考え方により、労働者派遣事業
は、臨時的・一時的な労働力需給調整
システムとして位置付けられるべきもの
として、関係者の合意形成がなされて
おり、派遣受入期間についても、常用
雇用の代替のおそれが少ない専門的
な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の
制限が設けられているところであり、派
遣受入期間制限の撤廃は不適当であ
る。

○ 「労働者派遣事業」については、中
間搾取、強制労働、使用者責任の不明
確化、虚偽の就業条件明示、不適切な
就業管理・雇用管理等の弊害が生じる
おそれがあるものであり、労働者派遣
法により、厚生労働大臣の許可を受
け、又は厚生労働大臣に届出をした場
合に限り、一定のルールの下に適法に
事業を行えることとしたところである。
実務上のニーズを踏まえ、請負の要件
を緩和することについて再検討された
い。

c

Ⅰ、Ⅲ ○ これに関して、請負契約の形式を
とって、労働者派遣ではないとする脱法
行為が行われる場合があるので、「労
働者派遣事業と請負により行われる事
業との区分に関する基準」において、具
体的な基準を定め、これに該当しない
ものは契約の形式が請負契約であって
も労働者派遣事業であると判断してい
るところであり、この基準については、
「実務上のニーズを踏まえ、請負の要
件を緩和する」性質のものではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130069

zA130070

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣法上のいわゆる26業種
の見直し【新規】

労働者派遣事業と請負により行わ
れる事業との区分の見直し【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A009

5053A010

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

9

10

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

労働者派遣法上の業務区分について
は、制度が煩雑化しており理解が困難で
あるという問題を認識し、一本化を図っ
てあらゆる業務について派遣期間の制
限を撤廃すべきである。少なくとも現在
派遣期間制限のない業務とされているい
わゆる26業務の内容について、現状の
実態にあったものとなるよう内容を見直
すべきである。
労働者派遣法上のいわゆる26業種の見 具体的には労働者派遣法施行令第４条
直し【新規】
の26業種を全面的に見直し、現代の業
務形態に合致した業務に改めるべきで
ある。特に、以下の各号の業務定義を見
直すべきである。
・24号業務は商品、権利若しくは役務に
関する説明等やその売買契約等の締結
等に限定せず認める
・25号業務はセールスエンジニアの営業
に限定せず、一般機械の保守、点検、修
理業務等も認める

労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分の見直し【新規】
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①単に肉体的な労働力の提供ではない
ことの条件として、「自己の責任・負担で
調達した機械、設備、材料等で業務を処
理すること」が規定され、賃貸借契約に
よる確保までを求めているが、これは労
働者派遣と請負事業の区分基準として
の本質的な要素ではない。賃貸借契約
については実務的な負担が大きくなると
共に、賃貸借する機械・設備等の分割・
金額評価が不可能で、賃貸借料金の税
務との整合性を図ることも困難であるか
ら削除すべきである。②資金面で厳しい
状況にある委託先が増えているため、請
負業務に要する関連経費については委
託元からの無償提供を早急に認めるべ
きである。具体的には以下のような取り
扱いを認めるべきである。
ア）機械、設備を無償貸与すること
イ）材料、部品を無償供給すること
ウ）安全、機密管理の必要性から作業
服・帽子・作業靴等を無償供与すること
エ）受託者が就業管理するのに必要な
出勤簿・勤怠ｼｽﾃﾑを無償貸与すること

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

労働者派遣法は制度が複雑で正しく理解
することが難しい。その根本的な原因は、労
働者派遣法独自の業務区分が設けられ、そ
の業務によって派遣期間制限等の取り扱い
が細かく異なっている点である。雇用機会の
創出・拡大が図られるためには、この根本原
因を解消する必要があることから、労働者派
遣法上の業務区分を撤廃して一本化し、派
遣期間制限も撤廃すべきである。特に第24
号は、特殊な雇用管理を要するものであるこ
とを理由に電話その他の電気通信を利用し
て行うものに限定して、商品、権利若しくは役
務に関する説明等やその売買契約等の締結 労働者派遣法第40条の２第１項第１
等を認めているものであるから、消費貸借契 号、同施行令第４条では、派遣受入期間
約に基づく弁済計画の見直しを含む契約の の制限のない業務として26業種が列挙
更改に関わる業務等についても同様であり、 され、26業種に該当しない業務について
特に売買契約等に限定する必然性は認めら は派遣受入期間の制限が課されると共
れない。25号業務も、機械等の保守及びアフ に一定条件のもと派遣先に直接雇用申
ターサービスの業務が明確に除外されてい 込義務が発生する。
るが、高度の知識・技術と経験が要求され、ト
レーニング等が必要である点では、機械の保
守、点検、修理も同様であり、特に25号業務
を営業関係に限定する必然性は認められな
い。例えば、MRＩやCTといった操作に高度の
専門性が要求される医療機器の場合、営業
に限らず、保守･点検･修理業務にあたって
も、電気工学や電子工学など一定の知識を
必要とし、放射線作業主任者等一定の資格
保有が望ましいとされている。適時適切な対
応についてのニーズが高いことも考慮し、認
めるべきである。

ア．設計・SE業務
発注元がカスタムメイドした開発環境
の中でシステムのオペレーションを委託
する場合、システムを請負業者に準備さ
せることはできず、賃貸借契約について
もシステムを切り分けることが困難なた
め形式的なものになる。また、ベンチャー
企業、中小企業等が多い請負業者の資
金面の実情を考えると、設備の賃貸借料
金は高額であり、負担を強いることは経 ①請負は仕事完成義務を負うものであっ
営の圧迫になるため、せっかく独自の高 て、請負業者が労働力をいかに活用す
度な技能・技術を持っていても活かされ るかは、本来請負業者の自由であり、請
ないケースが多くなってしまう。
負業者の条件としては不要であるため、
イ．製造工程業務
削除すべきである。
請負業者の独立性は、請負業者の技
②高度な技術、技能を有していても、経
術・技能のレベルで判断するべきもので 費負担の資力がなければ請負業者とし
あって、資金面の経済的独立性を要件と て認められないという現行基準は、請負
し、設備の賃貸借契約や材料供給の伝 取引を著しく制限するものである。また、
票処理等の負担を強いることは、請負業 請負事業別の要望理由として以下の点
者に対して資金面で大きな負荷をかける が挙げられる。
ことになり、公正な競争、生産性等の観
点から好ましくない。
高額かつ特殊な機器を使う業務を委託
するケースも多く、請負事業者が機器を
準備することは難しく、賃貸借契約を締
結した場合は、資金調達と支払いの間に
生じる金利手数料等が高額になることも
懸念され、独自の高度な技能・技術が活
かされる機会が不当に制限される。

労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準（昭和61年４
月17日労働省告示第37号）において、請
負事業となる条件として、請負事業者の
雇用する労働者の労働力を自ら直接利
用するものであることの他に、並列的に
請け負った業務を契約相手から独立して
処理するものであることが求められてお
り、具体的には自らの責任による資金の
調達、事業主としてのすべての責任を負
うこと、単に肉体的な労働力を提供する
ものでないことが条件とされている。単に
肉体的な労働力の提供ではないことの
条件としては、自己の責任・負担で調達
した機械、設備、材料等で業務を処理す
ること、または自らの企画または専門技
術・経験に基づいて業務を処理すること
が求められている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130071

zA130072

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

○労働者派遣事業には、専門的な業務
等（２６業務）を除き、派遣受入期間制
限が設けられているが、平成１６年３月
労働者派遣法第４０
労働者派遣事業における「複合業
から、「２６業務の実施に伴い、付随的
条の２、「労働者派遣
務」の受入期間制限の判断基準の
に２６業務以外の業務を併せて行う場
事業関係業務取扱
合であって、かつ、２６業務以外の業務
見直し
要領」の第９の４の
の割合が通常の場合の１日当たり又は
【新規】
（３）のニ
１週間当たりの就業時間数で１割以下
の場合」には、全体として２６業務として
取り扱うことを可能としたところ。

労働条件の明示の方法にかかる電 労働基準法第１５ 労働基準法第１５条第１項、労働基準
条、労働基準法施行 法施行規則第５条により、労働条件の
子メール等の解禁【新規】
規則第５条
明示は書面によるものとされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｂ

Ⅳ

○ 労働者派遣事業は、常用雇用の代替のおそれが少な
い専門的な業務等を除き、臨時的・一時的な労働力の需給
調整システムとして位置付けられているものであることか
ら、派遣受入期間についても、専門的な業務等（２６業務）を
除き、一定の制限が設けられているところであり、２６業務と
２６業務以外の業務を明確に区分して運用する必要があ
る。
○ いわゆる「複合業務」については、従前、２６業務ととも
に、少しでも２６業務以外の業務を行う場合は、すべて一律
に派遣受入期間制限の対象として取り扱ってきたが、２６業
務の円滑な遂行のために付随業務を併せて実施することが
適当なケースは十分に想定されることから、労働政策審議
会における議論も経て、２６業務の円滑な遂行及び派遣労
働者の雇用の安定を図るため、平成１６年３月から、「２６業
務以外の業務の割合が通常の場合の就業時間数で１割以
下の場合」には、全体として２６業務として取り扱うことを可
能としたところである。
○ 提案されている「主たる業務が派遣受入期間の制限の
ない業務である場合に、全体として派遣受入期間の制限の
ない業務として取り扱うことができる」こととすることは、２６
業務と２６業務以外の業務の区分を運用上不明確にするこ
とにつながること、基準としての明確性に欠け、かえって派
遣労働者の地位の不安化をもたらすこと等から、不適当で
ある。

Ⅲ

平成１５年に労働基準法が改正され
たが、労働条件の明示について電子化
を容認することは、一方で労働者の権
利を侵害する可能性もあることから、当
該事項に関する改正は行われなかった
ところである。
今後は、電子化の有用性について、
労使双方の意見を踏まえ、引き続き検
討してまいりたい。
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その他

当室からの
再検討要請

１ ２６業務と２６業務以外の業務を明確に区分して運用す
るのは、派遣受入期間の制限の有無、雇用契約申込み義
務の取り扱いの別等さまざまな点で必要なことである。
２ この「主たる業務が派遣受入期間の制限のない業務で
ある場合に、全体として派遣受け入れ期間の制限のない業
務として取り扱って差し支えない」とすべきであると提言をし
た原因の１つは、２６業務と２６業務以外の業務の区分が運
用上不明確だからである。
よって電話照会業務は１１号業務に含まれるとされている。
これは政令制定当時類型的に｢その業務を迅速かつ的確に
遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする
業務｣、ないし「その業務に従事する労働者について、就業
形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う
必要があると認められる業務」を２６業務として認めた為で
あり、単に文言で判断するものではないからである。しかし、
２６業務か否かを類型的に判断するのは困難である。文言
で示されていない業務は、一々労働局に問い合わせなけれ
ばならない。ましてや平成16年3月からの２６業務以外の付
随業務を、一割を基準として２６業務か否か判断させること
は、判断を一層困難にさせている。就業現場においては繁
閑のみならず、業務自体が時々刻々変化するのが現実で
ある以上、第三者機関である労働局においても定量的に正
確な判断を下すのは困難であろう。これでは、運用上２６業
務か否かの判断基準を明確にできない。提案のとおり、社
会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、全体として
２６業務と解釈できるのであれば、その判断をもって、２６業
務か否かのトラブルを防止することができ、現実的かつ実効
性をもつ。
３ 回答では、提案のように解釈するとかえって派遣労働者
の地位を不安定にするとあるが、提案のように、主たる業務
が２６業務の場合、２６業務と解釈することによって、派遣受
入期間制限のない２６業務として、かえって派遣スタッフの
雇用が安定する。
以上の観点を踏まえ、改めて検討し、見解を示されたい。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

b

Ⅳ

○ 労働者派遣事業は、その利用の仕方によっては、労働
者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前提とした
雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使関係など
我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあること等か
ら、派遣受入期間制限のない業務については、公労使で構
成される労働政策審議会の意見を聴いた上で、「専門的な
知識、技術又は経験を必要とする業務」又は「特別な雇用管
理を行う必要があると認められる業務」であって、「当該業務
に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたる
その能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認
められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令
で定める業務」であることが必要であるとされている。具体
的には、派遣受入期間制限のない業務として、労働者派遣
法施行令第４条において２６業務が定められており、その解
釈を労働者派遣事業関係業務取扱要領（厚生労働省職業
安定局長通知）において示し、２６業務と２６業務以外の業
務との区分の明確化を図っているところである。
○ いわゆる「複合業務」について、２６業務以外の業務の
割合が通常の場合の就業時間数で１割以下の場合におい
て、全体として２６業務として取り扱うときは、労働者派遣契
約においてそれぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の
通常の場合の就業時間数又はその割合を定め、派遣先管
理台帳においてそれぞれの業務の就業時間数又はその割
合の実績を記載することとされていること、また、派遣先は
派遣労働者の就業時間の管理を的確に行う必要があること
から、「２６業務以外の業務の割合が通常の場合の就業時
間数で１割以下の場合」か否かについては、派遣先や労働
局において判断可能であると考える。
○ 「社会通念に照らし主たる業務が２６業務であれば、全
体として２６業務と解釈」することについては、２６業務と２６
業務以外の業務の区分を運用上不明確にすることにつなが
り、我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあるこ
と、基準としての明確性に欠け、２６業務に該当するか否か
が不透明となり、派遣労働者の地位の不安化をもたらすこと
等から、不適当である。

Ⅲ

平成１５年に労働基準法が改正され
たが、労働条件の明示について電子化
を容認することは、一方で労働者の権
利を侵害する可能性もあることから、当
該事項に関する改正は行われなかった
ところである。
今後は、電子化の有用性について、
労使双方の意見を踏まえ、引き続き検
討してまいりたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130071

zA130072

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣事業における「複合業
務」の受入期間制限の判断基準の
見直し
【新規】

労働条件の明示の方法にかかる電
子メール等の解禁【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A011

5053A012

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

11

12

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

いわゆる複合業務において、派遣受入
期間の制限を受けない業務以外の業務
の割合が１割以下である場合に期間制
労働者派遣事業における「複合業務」の 限を受けない業務として取り扱うとした現
受入期間制限の判断基準の見直し
行の基準を、「主たる業務が派遣受入期
【新規】
間の制限のない業務である場合に、全
体として派遣受入期間の制限のない業
務として取り扱うことができる」よう改める
べきである。

労働条件の明示の方法にかかる電子
メール等の解禁【新規】

122/216

派遣労働者に対して労働条件を明示
する際に、派遣労働者が希望する場合
は、ファクシミリないし電子メールでの通
知方法を認めるべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

①専門的26業務等派遣期間制限のない
業務につく派遣労働者として、派遣労働
者を受入れた場合でも、その業務を遂行
26業務等の派遣受入期間の制限のな
するためには、業務取扱要領に記される
（要望理由 右下の続き）
い業務と、派遣受入期間の制限のない
内容以外の作業も現実的には必要とな
④派遣期間制限のない業務として契約し
業務以外の業務とを併せて行う場合（い
り、明記された作業以外は期間制限のな
ている場合に、派遣期間制限のない業
わゆる「複合業務」）において、派遣受入
い業務にあたらないとする解釈は実態に
務以外の業務の割合が１割を超えてい
期間の制限のない業務以外の業務の割
そぐわない。②チーム業務の中で、各派
ることを指摘し、派遣期間制限のある業
合が通常の場合の１日当たりまたは１週
遣労働者が契約上の業務を遂行するこ
務として捉え、派遣期間制限を超えて派
間当たりの就業時間数で1割以下の場
とを考えれば、業務取扱要領に記される
遣労働者を受入れていることのみを理由
合には、全体として派遣受入期間の制限
内容以外の作業は派遣期間制限のない
に派遣労働者の雇入れを指導するケー
を受けない業務として取り扱うことができ
業務に当たらないとすることは不自然で
スが多く見られるが、派遣期間制限の抵
る。なお、この場合には、労働者派遣契
あり、派遣期間制限のない業務か否かを
触日通知がない限り、派遣労働者の受
約において、それぞれの業務の内容及
厳密に区分することは意味がなく、また
入れ停止を指導すべきである。⑤現実的
びそれぞれの業務の通常の場合の１日
困難である。③例えば電話応対時間を
でない複合業務解釈基準が、労働者派
当たりまたは１週間当たりの就業時間数
派遣期間制限のない業務以外の業務と
遣の活用の阻害要因になり、活用する
またはその割合を定めることが必要とさ
して１割以下か否かを判断し、場合に
派遣先に不安を与え、多様な働き方の
れている。
よっては期間制限のある業務への契約
選択肢を狭め雇用の拡大を阻害してい
また、派遣先は上記の制限を遵守する
変更を指導されるケースもあるが、電話
る。
ため就業時間の管理を的確に行う必要
応対の業務時間と通話時間が必ずしも
がある。
一致するとは限らず、派遣期間制限のな
い業務か否かを厳密に区分することは
非常に困難である。

労働者派遣事業では、派遣労働者に
対して「就業条件の明示」と「労働条件の
明示」を一体的に通知しているのが一般
的であり、実務的には「労働条件の明
示」の方法についてもファクシミリ又は電
子メールの利用が認められない限り、規
制緩和のメリットが受けられない。ファク
シミリや電子メールの利用が認められれ
ば、手続きの簡素化、派遣労働者に対
する迅速な情報提供を行うことが期待で
きる。

労働者派遣法で規定されている「就業
条件の明示」の方法については、e-Ｊａｐ
ａｎ重点計画2004を踏まえ、労働者派遣
法施行規則が改正され、2005年５月よ
り、書面交付に代えてファクシミリ又は電
子メールによる送信が認められた。しか
し、労働契約を締結する際、使用者が労
働者に対して交付する「労働条件（賃金
及び労働時間、その他厚生労働省令で
定める事項）の明示」の方法について
は、依然として、書面で交付することが
義務付けられている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

【労災保険について】
労働保険の保険料
の徴収等に関する法
律第３条、第４条、第
９条

zA130073

厚生労働省

労働保険事務の見直し

厚生労働省

障害者雇用率のグループ適用にお 進等に関する法律第
ける障害者雇用調整金・報奨金の ４３条、第４４条、第４
５条、第５０条、附則
取扱い
第４条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

【労災保険について】
労働保険（労災保険・雇用保険）の保険
関係は、適用事業所毎に成立すること
とされており、労働保険料の申告・納付
等の事務についても、原則として事業
所毎に行うこととされている。また、 労
災保険の保険給付等に関する事務は、
事業場の所在地を所管する労働基準
監督署長が行うこととなっている。
労働保険徴収法（第９条）では、事業
主が同一人である二以上の事業が一
定の要件を満たし、かつ、行政庁の認
可があった場合には、これら数個の事
業の保険関係を一括して取り扱うことと
している（継続事業の一括）。

【雇用保険について】
雇用保険法第81条、
第82条、雇用保険法
施行規則第1条第1
項、第2項及び第5
項、第3条（他、個別
の手続については、
第6条第1項、第7条
第1項、第12条の２、
第13条第1項、第14
条第1項、第14条の２ 【雇用保険について】
第1項、第14条の４第 雇用保険の被保険者に関する届出は、
1項、第141条、第142 事業所ごとに、事業所を管轄する公共
条、第145条第2項、 職業安定所の長に対し行うこととなって
第3項）
いる。

障害者の雇用の促

zA130074

制度の現状

障害者雇用促進法は、障害者が職業生活において自立
することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害
者の職業の安定を図ることを目的とする法律であり、この目
的を達成するため、障害者の雇用の促進等を図ることとして
いる。
こうした考えの下、障害者雇用促進法においては、個々の
事業主に対して法定雇用率以上の障害者を雇用する義務
を課している。これは、障害者を採用するか否かを含め、労
働者の採用について自ら判断する権限を有する者が事業
主であることから、事業主単位で雇用義務を課すこととして
いるものである。
しかし、親事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子
会社を設立し、親事業主と子会社が同一の事業主であると
みなせる等の一定の要件を満たしているとの厚生労働大臣
の認定を受けた場合、障害者の雇用を促進する上でかなり
の効果があるものと期待され、また、障害者自身にとっても
その有する能力を最大限に発揮する機会が増大することに
なることから、当該特例子会社を親事業主と同一の事業主
体と擬制し、特例的に雇用義務の適用上同一の事業主とみ
なすこととしている。
また、障害者雇用の実績をあげている特例子会社の経営
の安定及び発展を図る等の観点から、特例子会社を保有す
る親事業主について、特例子会社のみならず関係する子会
社についても、特例子会社における障害者雇用に貢献する
という要件を課した上で、親事業主と同一の事業主と擬制
し、特例的に雇用義務の適用上同一の事業主とみなすこと
としている。
したがって、特例子会社も関係会社も親事業主と同一の
事業主と擬制して、雇用義務の適用を行っているところであ
り、障害者雇用に伴う経済的負担の調整等を通じて、事業
主の雇用義務の履行を求める障害者雇用納付金制度にお
いても、特例子会社及び関係会社を親事業主と同一の事業
主と擬制して、納付金の納付、調整金・報奨金の支給を行っ
ているところである。
なお、多数の障害者を雇用することで実際に経済的負担
が発生している特例子会社が調整金・報奨金を直接に受給
できないことについては合理的とは言えない面があるとの御
指摘を受け、今般の障害者雇用促進法の改正（平成17年法
律第81号）に伴い、親事業主又は特例子会社のうちのいず
れかが調整金・報奨金を受給できることとしたところである
（平成17年10月施行）。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

【労災保険について】
労災保険は、業種ごとに異なった労
災保険料率を設定し、災害発生状況等
により保険料率を上下させる仕組みと
している。この仕組みを事業場ごとに適
用することにより、事業場ごとに適切な
保険料の設定とそれに伴う労災防止の
インセンティブの促進が可能となってい
る。
このため、保険関係事業毎に成立さ
せ、各事業を正確に管理する必要があ
るものである。

【労災保険について】
労災保険は、業種ごとに異なった労災
保険料率を設定し、災害発生状況等に
より保険料率を上下させる仕組みとし
ている。この仕組みを事業場ごとに適
用することにより、事業場ごとに適切な
保険料の設定とそれに伴う労災防止の
インセンティブの促進が可能となってい
るため、これを見直す必要はない。

Ｃ

ｃ

Ⅲ

Ⅰ

【雇用保険について】
雇用保険の各種手続については、届出
に基づき、迅速かつ正確な被保険者資
格の確認が必要であるため、労務管理
を直接行う事業所ごとに、当該事業所
を管轄する（指導する）公共職業安定
所に対し行っていただくこととしていると
ころであり、業務の適切かつ迅速な実
施の観点から、これを見直す予定はな
い。企業の事務負担の軽減等について
は、今後の最適化計画策定の中で、電
子申請等の活用も含め、実質、本社等
の事業所において手続を行うことがで
きる環境整備に、できる限り配慮してま
いりたい。

御提案のように、雇用率をグループ算定した場合に、調整
金・報奨金について、関係会社も対象として障害者雇用人
数割等で分割して授受することを可能とすることについて
は、特例子会社も関係会社も親事業主と同一の事業主と擬
制して、雇用義務制度、障害者雇用納付金制度を適用する
という特例の趣旨にかんがみれば、調整金等は擬制後の親
事業主にのみ支給するのが原則である。特に経済的負担を
集中的に負っており、かつ、親事業主がその運営について
最終的な責任を負っている特例子会社に限り、親事業主に
代わって支給することを認めることは格別、一事業主と擬制
された各社ごとの経済的負担にまで着目して分割支給する
制度とすることは適当でない。
なお、雇用率のグループ適用における障害者雇用調整
金・報奨金の取扱いについては、制度の概要にある通り、
本提案主体（日本経済団体連合会）より「多数の障害者を雇
用することで実際に経済的負担が発生している特例子会社
が調整金・報奨金を直接に受給できないことについては合
理的とは言えない面がある」との規制改革・民間開放提案を
受け、今般の障害者雇用促進法の改正（平成17年法律第
81号）により、親事業主又は特例子会社のうちのいずれか
が調整金・報奨金を受給できることとした（平成17年10月施
行）ところであり、今回の御提案を受けてさらに制度を改め
ることは適当ではない。
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要望者は、事務手続きの簡素化の観点
から、同一企業においては、一度の手
続きで完了することを希望しており、そ
れを踏まえて、再度検討いただきたい。

雇用率のグループ適用における障害者
雇用調整金・報奨金の取扱いについて
は、今般の障害者雇用促進法の改正
（平成17年法律第81号）（以下「改正
法」という。）により、親事業主又は特例
子会社のうちのいずれかが調整金・報
奨金を受給できることとした（平成17年
10月施行）ところであると理解している
が、要望者は当該改正だけでは不十分
として更なる緩和を要望しているもので
ある。今一度検討いただきたい。

c

c

Ⅲ

Ⅰ

【雇用保険について】
既に述べたとおり、雇用保険の各種手
続については、届出に基づき、迅速か
つ正確な被保険者資格の確認が必要
であるため、労務管理を行う事業所ごと
に、当該事業所を管轄する（指導する)
公共職業安定所に対し行っていただく
こととしているところであり、業務の適切
かつ迅速な実施の観点から、これを見
直す予定はない。しかし、企業の事務
負担の軽減等については、今後の最適
化計画策定の中で、電子申請等の活
用も含め、実質、本社等の事業所にお
いて手続を行うことができる環境整備
にできる限り配慮していまいりたい。

雇用率のグループ適用が行われる場
合の障害者雇用調整金・報奨金の支給
の取扱いについては、特例子会社も関
係会社も親事業主と同一の事業主と擬
制して雇用義務制度・障害者雇用納付
金制度を適用するという特例の趣旨に
かんがみれば、調整金等は擬制後の
親事業主にのみ支給することが原則で
ある。
今般の障害者雇用促進法の改正（平
成１７年法律第８１号）に伴い、特に障
害者雇用に伴う経済的負担を集中的に
負っており、かつ、親事業主がその運
営について最終的な責任を負っている
特例子会社に限り、親事業主に代わっ
て調整金等の支給を受けることを認め
ることとしたところであるが、御提案の
ように、一事業主と擬制された各社ごと
の経済的負担にまで着目して分割支給
する制度とすることについては、特例子
会社も関係会社も親事業主と同一の事
業主であると擬制するという特例の趣
旨にかんがみて、適当ではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130073

zA130074

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働保険事務の見直し

障害者雇用率のグループ適用にお
ける障害者雇用調整金・報奨金の
取扱い

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A013

5053A014

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

13

14

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

労働保険の包括的一括申請制度を導
入し、可能な限り本社で一元的に諸手続
ができる仕組みを選択できるようにすべ
きである。手続きによって提出書類が労
働基準監督署や公共職業安定所などに
分かれているが、可能な限りワンストップ
で行なえるよう、2005年度末を目途に
行っている業務・システムの最適化計画
（レガシーシステムの刷新、労働基準行
政・職業安定行政）の策定作業に反映さ
せるべきである。

労働保険事務の見直し

雇用率をグループ算定した場合、障害
者雇用調整金・奨励金は、親会社か特
障害者雇用率のグループ適用における 例子会社かの選択ではなく、関係子会
障害者雇用調整金・報奨金の取扱い
社も対象として、障害者雇用人数割等で
分割して授受することを可能とすべきで
ある。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

業務改革を推進するためのシステム構
築により、給与計算や要員管理などの事
務処理を本社一括で行っている企業も
多く、企業の事務負荷が軽減される。ま
た、行政の事務・事業の簡素化につなが
ることも期待できる。

労働保険の適用は事業所単位であり、
事業所別に資格取得・喪失・転勤等の手
続書類を作成し、所管の労働基準監督
署、公共職業安定所に届出している。継
続事業の一括制度はあるが、一括でき
るのは保険料納付に係わる部分であり、
その際も一旦、事業所単位で資格を取
得しなければならない。

2002年の法改正で、障害者雇用のた
めに設けた特例子会社を保有する企業
が、関係子会社も含めて障害者雇用を
親会社あるいは特例子会社が受給し
進める場合に、企業グループでの雇用
た調整金･報奨金を関係子会社へ分配
率算定が可能となった。また、2005年の
する際には、課税対象となるため、関係
法改正で、障害者雇用率を企業グルー
子会社が法定雇用率を達成している場
プで算定した場合の障害者雇用調整金・
合は、課税面等でのデメリットのみが発
報奨金は、親会社または特例子会社の
生することになる。
どちらかを選択して授受する制度となる
見込みである（2005年10月１日施行予
定）。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130075

zA130076

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

障害者雇用促進法は、障害者が職業
生活において自立することを促進する
ための措置を総合的に講じ、もって障
害者の職業の安定を図ることを目的と
する法律であり、この目的を達成するた
め、障害者の雇用の促進等を図ること
障害者の雇用の促
障害者の就労支援策としての発注
としている。
進等に関する法律第
こうした考えの下、障害者雇用促進法
奨励制度の創設【新規】
４３条
においては、事業主に対して法定雇用
率以上の障害者を雇用する義務を課し
ており、この障害者雇用率制度を通じ
て、障害者について、常用労働者として
の一定の雇用の場を確保することとし
ている。

特定求職者雇用開発助成金の給
付条件の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

雇用保険法施行規
則（昭和５０年労働省
高年齢者、障害者等の就職困難な者を
令第３号）第１１０条
公共職業安定所又は有料・無料職業紹
第２項、雇用対策法
介事業者の紹介により雇い入れた事業
施行規則（昭和４１年
主に対して助成。
労働省令第２３号）第
６条の２

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

C

Ⅰ

Ⅲ

障害者雇用促進法においては、障害者の雇用を促進し、
もって障害者の職業の安定を図るため、障害者を採用する
か否かを含め、労働者の採用について自ら判断する権限を
有する事業主ごとに、障害者についての雇用義務を平等に
課しているものであり、この課された義務を数値化したもの
が、障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する障害
者雇用率（法定雇用率）である。
福祉工場において雇用される障害者については、福祉工
場において各企業の雇用率（実雇用率）に算入されていると
ころであるが、そのような障害者に対して業務の発注を行っ
た場合に、障害者の雇用を支えているとの理由から発注元
企業の実雇用率にも算入することとすると、同一の障害者
について二重に障害者雇用を評価することになる。これは、
障害者の雇用機会の確保を念頭に設定されている障害者
雇用率が、障害者への発注によっても達成されることにな
り、結果として障害者の雇用が障害者への発注によって代
替されることを意味している。したがって、労働者の採用に
ついて自ら判断する権限を有する事業主ごとに、障害者に
ついての雇用義務を平等に課している障害者雇用率制度
の趣旨を没却するものであることから、御要望のように、福
祉工場に仕事の発注を行う企業に対し、発注額に応じて発
注元企業へ雇用率を還元する制度を創設することは適当で
はない。

特定求職者雇用開発助成金（特定就
職困難者雇用開発助成金）は、年齢、
障害、職業能力の制約等に起因して、
その個人に対する労働需要が低く、公
共職業安定所のほか有料・無料職業紹
介事業者を含めた職業紹介機関による
就職指導・定着指導等の一貫した支援
措置を受けなければ、特に就職が困難
である者に対する支援措置として、事
業主が、求人要件の緩和等を行い、こ
れら就職困難者が雇い入れられやすく
なるような措置を行うためのインセン
ティブとして助成するものである。
これらの者は、単に、年齢、障害、職
業能力の制約等のみをもって就職困難
であるとは言えず、職業紹介機関によ
る支援措置を必要とし、当該支援措置
を受けなければ就職が困難である点を
もって、特に就職困難な者と認め、本助
成金の対象者としているところである。
したがって、求人広告に求人を出して
いる事業主等に対し、本人自ら応募す
ること等により、自力で就職できる者に
ついては、就職困難であるとは言えず、
これらの者も本助成金の対象とするこ
とは、就職困難者の雇入れを促進する
という、本助成金の本旨を逸脱すること
になるため、御要望の措置を行うことは
困難である。

125/216

その他

当室からの
再検討要請

障害者雇用促進法は、障害者の雇用を
促進し、もって障害者の職業の安定を
図るという目的のもとに制定されている
ものと理解しているが、障害者の就労
の場を確保するためには、障害者が雇
用されている福祉工場等への発注が必
要不可欠であり、欧米諸国の先進福祉
社会制度を参考にしつつ、障害者の就
労支援策として、要望内容を含めた発
注奨励制度について検討いただきた
い。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

障害者雇用促進法においては、障害者の雇用を促進し、
もって障害者の職業の安定を図るため、障害者を採用する
か否かを含め、労働者の採用について自ら判断する権限を
有する事業主ごとに、障害者についての雇用義務を平等に
課しているものであり、この課された義務を数値化したもの
が、障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する障害
者雇用率（法定雇用率）である。
福祉工場において雇用される障害者については、福祉工
場において各企業の雇用率（実雇用率）に算入されていると
ころであるが、そのような障害者に対して業務の発注を行っ
た場合に、障害者の雇用を支えているとの理由から発注元
企業の実雇用率にも算入することとすると、同一の障害者
について二重に障害者雇用を評価することになる。これは、
障害者の雇用機会の確保を念頭に設定されている障害者
雇用率が、障害者への発注によっても達成されることにな
り、結果として障害者の雇用が障害者への発注によって代
替されることにより、障害者の雇用機会が狭められることを
意味している。したがって、労働者の採用について自ら判断
する権限を有する事業主ごとに、障害者についての雇用義
務を平等に課すことを通じて、障害者について、常用労働者
としての一定の雇用の場を確保することとしている障害者雇
用率制度の趣旨を没却するものであることから、御要望の
ように、福祉工場に仕事の発注を行う企業に対し、発注額に
応じて発注元企業へ雇用率を還元する制度を創設すること
は適当ではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130075

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

障害者の就労支援策としての発注
奨励制度の創設【新規】

要望
管理番号

5053

要望事項
管理番号

5053A015

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

福祉工場に仕事の発注を行う企業に
障害者の就労支援策としての発注奨励 対し、発注額に応じて発注元企業へ雇用
制度の創設【新規】
率を還元するみなし雇用制度を創設す
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）

福祉工場等における障害者の就労を
安定させるためには、欧米諸国の先進
福祉社会制度を参考にした施策が求め
られる。こうした施策を講ずることにより、
①障害者の雇用、就労、自立支援の維
持向上、②多様な働く場の提供、③在宅
就労の普及、④知的、精神障害者の雇
用促進などが期待できる。

厳しい雇用環境の中、障害者を就労さ
せるための社会的雇用の場を担ってい
る福祉工場等の経営に、不可欠な仕事
を発注する企業にとっては、メリットがな
いのが現状である。

特定就職者雇用開発助成金は以下の
要件で給付されている。

zA130076

厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金の給
付条件の緩和

5053

5053A016

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

(社）日本経済団体連合会

16

特定求職者雇用開発助成金は、特定
求職者を継続して雇用する事業主に対
して賃金の一部を助成するものである。
したがって、「公共職業安定所等経由」
特定求職者雇用開発助成金の給付条件 の条件を撤廃し、いかなる応募ルートで
の緩和
あろうと、求職者の実態に即して給付を
可能とするべきである。民間の企業が求
人広告等による採用の後に申請すること
で、助成金の給付を受けられるようにす
べきである。

126/216

１．以下の(1)から(7)にあげる求職者（65
歳未満であり、かつ、重度障害者等以外
の者の場合は紹介日に雇用保険被保険
者でない場合に限る。以下「対象労働
者」という。）を公共職業安定所又は有
料・無料職業紹介事業者（同意書を提出
し、標識の交付を受けている事業者に限
る。）の紹介により、継続して雇用する労
入職経路が最も多い求人広告を通じて
働者として雇い入れ、助成金受給後にお
各種給付が行われることにより、助成金
いても引き続き相当期間雇用することが
活用が進み、就職困難者等の雇用が促
確実であること。
進される。
(1)60歳以上の者 (2)身体障害者 (3)知
的障(5)母子家庭の母等 (6)重度身体障
害者 (7)重度知的障害者害者 (4)精神
障害者
２．雇用保険の一般被保険者として雇い
入れること。
つまり、受給できる事業主は「公共職業
安定所又は一定の要件を満たす無料・
有料の職業紹介事業者の紹介により雇
い入れる事業主であること」が条件づけ
られている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130077

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

解雇の金銭解決制度の導入

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

Ⅰ

監督・管理の地位にある者などについ
zA130078

厚生労働省

ホワイトカラーエグゼンプション制度
ては、労働時間規制の適用が除外され
労働基準法第41条
ている。
の早期導入

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

Ⅰ

解雇のいわゆる「金銭的解決制度」に
ついては、平成14年12月末の労働政策
審議会建議において、このような制度
を設けることが必要である旨の提言を
いただいたところである。
しかしながら、その後、その申立の要件
や金銭の額の在り方について、労使を
はじめとする関係者から様々な意見が
出されていることから、同建議を踏ま
え、今後も、関係者の意見を十分に踏
まえつつ、引き続き検討を行っていくこ
ととしている。
具体的には、平成16年4月から「今後
の労働契約法制の在り方に関する研究
会」を開催しているが、労働契約法制全
般について広く検討を行っていく中で、
併せて、「金銭的解決制度」の法律的
論点等について、検討を行っているとこ
ろである。

労働時間規制の適用除外については、
規制改革・民間開放推進３か年計画に
おける指摘などを踏まえ、本年4月に学
識経験者からなる「今後の労働時間制
度に関する研究会」を立ち上げて御検
討いただいているところである。同研究
会において、昨年実施した「諸外国のホ
ワイトカラー労働者に係る労働時間規
制に関する調査研究」や裁量労働制の
施行状況についての実態調査なども踏
まえ、御検討いただいているところであ
る。

127/216

その他

当室からの
再検討要請

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

b

Ⅰ

「今後の労働契約法制の在り方に関
する研究会」は平成１７年秋を目途に報
告書を取りまとめる予定である。今後の
労働契約法制の在り方については、そ
の後、公労使三者構成の労働政策審
議会において検討していただくこととし
ている。

Ⅰ

労働時間規制の適用除外については、
現在、「今後の労働時間制度に関する
研究会」において御議論いただいてい
るところであり、年内に報告をとりまとめ
ていただく予定であるが、その後、関係
審議会で十分御議論いただく必要があ
り、結論時期をお示しすることは困難で
ある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130077

zA130078

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

解雇の金銭解決制度の導入

ホワイトカラーエグゼンプション制度
の早期導入

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A017

5053A018

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

17

18

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

現在行われている「今後の労働契約法
制の在り方に関する研究会」においても
解雇の金銭解決の導入について積極的
な検討を行い、早期に結論を見出し、速
やかに制度を導入し、職場復帰より金銭
解決を求める当事者の意向を反映させ、
柔軟かつ迅速な紛争解決の選択肢を増
やすべきである。

解雇の金銭解決制度の導入

管理監督者に限らず、裁量性の高い労
働者など一定の要件を満たす労働者な
どについても労働時間規制の適用除外
ホワイトカラーエグゼンプション制度の早 とすべく、2004年度の海外事例の調査結
期導入
果等を踏まえ、米国における「ホワイトカ
ラーエグゼンプション制度」についての積
極的な検討を行い、早期に結論を見出
し、速やかな導入を図るべきである。

128/216

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

金銭賠償の途を開くことにより労働力
の流動化を図り経済の活性化につなげ
るべきである。金銭賠償による解決策が
労使双方に提示されることにより、紛争
の解決方法の選択肢が増え、紛争の早
期解決に資すると共に、労働力の流動
化、中長期的には経済の活性化につな
がる。使用者側からの金銭解決の申し
入れについては、今後の労働法制の在
り方に関する研究会がその中間報告書
において指摘するように、いかなる解雇
についても認めるのではなく、ネガティブ
リストにより一定の解雇を除外するなど
すれば、使用者による濫用の懸念を払
拭できるので不都合はない。

解雇については、解雇権濫用法理に
よって厳しく制限されている。また、争い
が生じた場合、裁判では当該解雇が有
効であるか無効であるかの解決しかない
ため、柔軟な紛争解決に至らず、紛争処
理も迅速とは言えない現状がある。現
在、厚生労働省の「今後の労働契約法
制の在り方に関する研究会」においても
解雇の金銭解決制度についての議論が
行われており、中間取りまとめが発表さ
れ、本年秋を目途に報告書が取りまとめ
られる予定とされている。

多様な働き方を実現するために、職務
の遂行手段や方法、時間配分等に関し
て労働者の裁量に委ね、労働時間にとら
われない自律的かつ自由な働き方が可
能となる労働時間制度をもっと積極的に
検討すべきである。裁量労働制は、未だ
様々な規制が行われており、対象となる
業務も極めて限定的であると同時に、そ
の効果はあくまでも「みなし労働時間制」
であり、「労働時間の適用除外」とはなっ
ていない。ホワイトカラーの場合、業務の 現行、労働時間に関する規定の適用
裁量性が高く、報酬も労働時間の長さで が除外されているのは、労働基準法第
はなく、仕事の成果に基づくことが適当 41条に定める、監督若しくは管理の地位
であり、これまでの労働時間を中心とす にある者又は機密の事務を取り扱う者、
る考え方は、時代に適合するとは言えな 監視又は断続的労働に従事する者（行
い。「規制改革・民間開放推進３か年計 政官庁の許可を受けたもの）等ごく一部
画（改定）」（2005年３月25日）では、ホワ の労働者に限定されている。
イトカラーの従事する業務のうち、裁量
性の高いものについては、労働時間規
制の適用を除外することを検討する旨が
記載されており、現在、厚生労働省の
「今後の労働時間制度に関する研究会」
において検討がなされているところであ
り、一定の要件を満たすホワイトカラーに
対しては、労働時間規制の適用を完全
に除外するような制度を早期に導入すべ
きである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130079

zA130080

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

１年単位の変形労働時間制の対象労
働者であって、対象期間中に労働させ
た期間が当該対象期間より短い労働者
１年単位の変形労働時間制におけ
労働基準法第32条 について、当該労働させた期間を平均
る変形期間途中の異動者の時間外
の４の２
し１週間当たり４０時間を超えて労働さ
清算に関する適用除外
せた場合においては、その超えた時間
の労働については、割増賃金を支払わ
なければならない。

厚生労働省

１年単位の変形労働時間制にかかる要
件は次のとおりである。
①対象期間を1か月以上の期間ごとに
区分することとした場合においては、当
該各期間の初日の少なくとも30日前ま
でに厚生労働省令で定めるところによ
り、当該各期間における労働日ごとの
労働時間を定めなければならない。
労働基準法第32条 ②対象期間において連続して労働させ
１年単位の変形労働時間制の規制
の4
る日数の限度は6日（特定期間におい
労働基準法施行規 ては1週間に１日の休日が確保できる
緩和【新規】
則第12条の4
日数）。
③１日の労働時間の限度は10時間、１
週間の労働時間の限度は52時間。
④対象期間が３か月を超える場合、48
時間を超える週の制限は連続３週以
内、かつ、対象期間をその初日から３
か月ごとに区分した各期間中に48時間
を超える週の初日は３以内。
等

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｃ

Ⅰ

1年単位の変形労働時間制は、事業場
ごとに労使協定を結び、事業場単位で
導入するものである。したがって、たま
たま同一の年間カレンダーであったとし
ても、事業場が異なる場合にはあくまで
異なる変形労働時間制度と評価すべき
ものであり、御要望にお応えすることは
できない。

Ⅰ

１年単位の変形労働時間制は、労働者
の生活設計を損なわない範囲内におい
て労働時間を弾力化し、週休２日制の
普及、年間休日日数の増加、業務の繁
閑に応じた労働時間の配分等を行うこ
とによって労働時間を短縮することを目
的とするものである。このため、本制度
においては、予め1日の労働時間を労
働者に明示することによって、生活の予
定を立てるようにするために各期間の
初日の３０日前までに、各日の労働時
間を具体的に定めることとしているとこ
ろである。また、変形期間が1年という
長期間にわたるものであることにかん
がみ、労働者の健康、生活のリズム等
に及ぼす影響等に配慮して労働時間の
限度、連続して労働させる日数の限度
等を定めているものである。このような
本制度の趣旨に照らして、御要望にお
応えすることはできない。

129/216

その他

当室からの
再検討要請

要望者は、変形労働時間制適用事業
者は当初の予定に変更がなければ事
業場間の異動により労働者が不利益を
蒙ることはないと認識しており、その上
で全社での統一的な労働時間管理を
求めているものであり、要望者の意図
を踏まえ、今一度検討されたい。

要望者は、経営環境の変化が急速な
中では、30日前に翌月の負荷を正確に
予測することは困難であり、不確実な
見通しにもとづいて変形労働時間を設
定してアイドルや過負荷が発生した場
合、労使双方にとって負担となると認識
しており、要望者の意図を踏まえ、今一
度検討されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

労働時間の管理は事業場単位で行うこ
とが原則であり、1年単位の変形労働時
間制についても、事業場ごとに労使協
定を結び、事業場単位で導入するもの
であり、事業場が異なれば、別の変形
労働時間制度と評価すべきものであ
り、御要望にお応えすることはできな
い。

Ⅰ

1年単位の変形労働時間制は、変形期
間が1年という長期間にわたるものであ
ることにかんがみ、あらかじめ労働者に
1日の労働時間を明示することによって
生活の予定が立てられるよう、1か月以
上の期間ごとに区分された期間におけ
る労働日及び労働日ごとの労働時間を
当該各期間の初日の30日前までに特
定しなければならないこととされてい
る。このような本制度の趣旨に照らし
て、御要望にお応えすることはできな
い。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130079

zA130080

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

１年単位の変形労働時間制におけ
る変形期間途中の異動者の時間外
清算に関する適用除外

１年単位の変形労働時間制の規制
緩和【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A019

5053A020

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

19

20

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）

変形期間途中で他事業場に異動した
１年単位の変形労働時間制における変 場合でも、異動前と同じ変形労働時間制
形期間途中の異動者の時間外清算に関 の適用を受ける（年間カレンダーが変わ
する適用除外
らない）場合には、賃金清算の対象とし
ないことを認めるべきである。

①変形労働時間制適用労働者は、当初
の予定に変更がないので不利益は生じ
ない。「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再回答につ
いて（2005年１月19日）において、厚生労
働省は、「異動前後の事業場間を通じて １年単位の変形労働時間制では、変形
変形労働時間制を採用することについて 期間途中の異動者や退職者について賃
は、労働者保護の観点から困難である」 金清算が必要となっており、例えば、異
と回答しているが、結果として当該期間 動後の部署で異動前と全く同じ１年単位
において賃金計算が適正に行われれ
の変形労働時間制が採用されていたと
ば、労働者保護に欠けることはない。
しても、賃金の清算が必要となっている。
②企業としても賃金清算にかかる事務負
荷を軽減できる。
③事業場が異なっても、全社で統一的に
労働時間を管理すれば、適正な労働時
間管理につながることが期待できる。

①区分された期間の労働日・労働時間
の決定を、期間の初日の１週間前までに
緩和すべきである。
②対象期間における連続して労働させる
日数の限度を12日とすべきである（週に
１年単位の変形労働時間制の規制緩和
１日の休日を確保）。
【新規】
③１週間の労働時間の限度を60時間と
すべきである（10時間×６日）。
④対象期間が３ヶ月を超える場合の労
働時間週48時間超の週に係る規制を撤
廃すべきである。

１年単位の変形労働時間制について
は、対象期間を区分した場合、区分され
た期間の特定された労働日・労働時間
は、期間の初日の少なくとも30日前に書
面で定めなければならない。また、対象
期間における労働日数の限度は280日、
対象期間における連続して労働させる日
数の限度は６日が原則とされ、１日及び
１週間の労働時間の限度は、１日につい
ては10時間、１週間については52時間と
なっている。また、対象期間が３か月を
超えるときは、１週間の労働時間が48時
間を超える週が連続するのは３週間以
内に、対象期間を３か月毎に区分した期
間において48時間を超える週は３週間以
内にしなければならない。
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経営環境の変化が急速な中では、30
日前に翌月の負荷を正確に予測するこ
とは困難であり、不確実な見通しにもと
づいて変形労働時間を設定してアイドル
や過負荷が発生した場合、労使双方に
とって負担となる。
また就労環境・作業負荷の軽減が進む
なかで、現行の規制は厳格すぎて、業務
の繁閑に柔軟に対応できない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130081

zA130082

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

労働基準法第４１条は法第４章、第６章
及び第６章の２で定める労働時間、休
憩及び休日の規定を適用除外としてい
管理監督者に対する割増賃金支払 労働基準法第37条、 るものであり、深夜業の関係規定（第３
７条の関係部分及び第６１条の規定）は
第41条
義務の見直し
適用が排除されるものではない。した
がって、管理監督者であっても、深夜に
労働させる場合は、深夜業の割増賃金
を支払わなければならない。

厚生労働省

労働基準法第41条
第１項第２号
昭和22年９月13日
基発第17号、昭和63
労働時間に関する規定の適用除外 年３月14日 基発第
150号
者の範囲拡大
昭和52年２月28日
基発第104号の２
昭和52年２月28日
基発第105号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

監督・管理の地位にある者などについ
ては、労働時間規制の適用が除外され
ており、その対象は上記根拠法令等に
より定められている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｂ

Ⅰ

管理監督者に対する適用除外のあり方
については、規制改革・民間開放推進
３か年計画において、「管理監督者等を
対象とした現行の適用除外制度につい
ても、新たに深夜業に関する規制の適
用除外の当否も含め、併せて検討を行
う。」とされているところである。本年4月
に立ち上げた学識経験者からなる「今
後の労働時間制度に関する研究会」に
おいて、上記も踏まえ、御検討いただい
ているところである。

Ⅳ

労働時間に関する規定の適用除外の
範囲については、規制改革・民間開放
推進３か年計画における指摘などを踏
まえ、本年4月に学識経験者からなる
「今後の労働時間制度に関する研究
会」を立ち上げて御検討いただいてい
るところである。同研究会において、管
理監督者の労働時間規制のあり方に
ついても御検討いただいているところで
ある。
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その他

当室からの
再検討要請

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

c

Ⅰ

管理監督者に対する適用除外のあり方
については、現在、「今後の労働時間
制度に関する研究会」において御議論
いただいているところであり、年内に報
告をとりまとめていただく予定である
が、その後、関係審議会で十分御議論
いただく必要があり、結論時期をお示し
することは困難である。

Ⅰ

労働時間に関する規定の適用除外の
範囲については、現在、「今後の労働
時間制度に関する研究会」において御
議論いただいているところであり、年内
に報告をとりまとめていただく予定であ
るが、その後、関係審議会で十分御議
論いただく必要があり、結論時期をお
示しすることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130081

zA130082

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

管理監督者に対する割増賃金支払
義務の見直し

労働時間に関する規定の適用除外
者の範囲拡大

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A021

5053A022

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

21

22

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）

厚生労働省の「今後の労働時間制度
に関する研究会」等で積極的に検討を行
管理監督者に対する割増賃金支払義務 い、早期に結論を見出し、管理監督者に
の見直し
対して深夜就業の割増賃金を支払わな
ければならないとする規定を撤廃すべき
である。

労働基準法第41条第２号によって、事
業の種類にかかわらず監督若しくは管
理の地位にある者又は機密の事務を取
管理監督者については、労働基準法
扱う者（以下「管理監督者」という。）に対
第41条において、労働時間等に関する
しては、同法の労働時間等に関する規
規定の適用除外となっている。したがっ
定の適用除外となっているが、下記の通
て、労働が深夜であるという理由をもっ
達によって、使用者はこの管理監督者を
てそれに伴う割増賃金の支払いを義務
同法第37条に定める時間帯（午後10時
付けるべきではない。
〜午前5時）に労働させる場合には、深
夜業の割増賃金を支払わなければなら
ないとされている。

厚生労働省の「今後の労働時間制度
に関する研究会」等で積極的に検討を行
労働時間に関する規定の適用除外者の い、管理監督者の範囲について、現在の
範囲拡大
企業の実態に適合するようにその対象を
拡大するとともに、明確な基準を示すべ
きである。

労働基準法第41条第１項第２号では、
事業の種類にかかわらず監督若しくは
管理の地位にある者又は機密の事務を
取扱う者（以下「管理監督者」という。）
を、労働時間の等に関する規定の適用
除外としている。この管理監督者の範囲
については、昭和22年に出された解釈例
規（昭和63年に同旨の通達）、銀行業務
における判断（昭和52年）がある。 しか
し、企業ごとに組織や職制が異なる、あ
るいは会社組織の変革が進む中で、
個々の企業の従業員における同法の適
否（適用範囲）が不明確であり、通達の
内容を厳格に解釈すると、この管理監督
者の範囲は極めて狭いものになってしま
い、企業の実態に適合しない。
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多くの企業において組織や職制の見直
しや人事労務管理諸制度の再構築が行
われ、また従業員に対する処遇も大きく
変化する中で、上記通達等で示された管
理監督者の範囲は、こうした変化に対応
していない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130083

zA130084

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

労働基準法第38条
の４
企画業務型裁量労働制に関する対
労働基準法施行規
象業務の拡大および手続きの簡素 則第24条の2の5
化
平成11年12月27日
労働省告示第149号

従業員の個人情報の第三者提供
に関する扱いの見直し【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

・雇用管理に関する
個人情報の適正な
取扱いを確保するた
めに事業者が講ず
べき措置に関する指
針（平成１６年７月１
日厚生労働省告示
第２５９号）
・雇用管理に関する
個人情報の適正な
取扱いを確保するた
めに事業者が構ず
べき措置に関する指
針（解説）

制度の現状

企画業務型裁量労働制の対象業務は、以下の要件のい
ずれにも該当することが必要である。
１．事業の運営に関する事項についての業務であること
２．企画、立案、調査、及び分析の業務であること
３．当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行
の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
であること
４．当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使
用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
平成１６年１月１日から改正労働基準法が施行され、企画
業務型裁量労働制については、使用者及び事業場の労働
者を代表する者を構成員とする労使委員会を設置し、当該
委員会がその委員の５分の４以上の多数による議決により
法に定める事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決
議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者にみな
し労働時間を適用できることとなっている。
また、使用者は６か月以内ごとに労働基準監督署長に企
画業務型裁量労働制に関する報告をしなければならないこ
ととなっている。
企画業務型裁量労働制に関する規定は、法第４章の労働
時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について
適用されるものである。したがって、みなし労働時間制に関
する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日
に関する規定の適用は排除されない。

個人情報取扱事業者が個人データを
第三者に提供する際に、労働者等本人
の同意を得るに当たっては、当該本人
に当該個人情報の利用目的を通知し、
又は公表した上で、当該本人が口頭、
書面等により当該個人情報の取扱いに
ついて承諾する意思表示を行うことが
望ましいこととされている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①〜④
ｂ、⑤ｃ

e

Ⅰ

①〜④裁量労働制のあり方について、
規制改革・民間開放推進３か年計画に
おける指摘などを踏まえ、本年4月に学
識経験者からなる「今後の労働時間制
度に関する研究会」を立ち上げて御検
討いただいているところである。同研究
会において、前回の労働基準法改正後
の裁量労働制の施行状況についての
実態調査などを行いつつ、企画業務型
裁量労働制のあり方について、御検討
いただいているところである。
⑤企画業務型裁量労働制の導入につ
いては、職場の実態を熟知した労使
が、対象労働者の具体的な範囲等につ
いて十分に議論を行った上で定めるこ
とが必要であることから、事業場単位で
労使委員会の決議を行う必要があり、
全社一括の労使委員会の決議により
本制度を導入できるようにすることは困
難である。

ご要望に係る事項については、事業者等が個人情報の適
正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、事業
者等に取り組むことが望まれる事項として、個人情報保護
法第８条に基づく指針の解説中の参考として記述したもので
ある。
しかしながら、当該事項に従わなかった場合、法規定違反
と判断されるものではなく、同法に規定する権限行使を行政
が行うこともない。したがって、ご要望に係る事項は規制に
該当しない。
なお、国としては、当該事項は、上記のとおり規制には該
当しないが、雇用管理に関する個人情報については、病
気、収入、家族関係のような機微にふれる情報を含むことか
ら、当該情報を第三者に提供する際の本人の事前同意につ
いては、第三者提供に係る本人の意向が的確に反映される
よう、可能な限りその都度、当該意思確認を行うことが望ま
しいと考える。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

検討スケジュールあるいは結論の時期 ①~④b､
を具体的にお示しいただきたい。
⑤c

要望者からの再意見を踏まえ、再度検
討いただきたい。
（要望者再意見）
提出した要望に係る事項は規制に該当
しないとの第一次回答をいただいた
が、指針で定められている以上、事業
主は当然その遵守に努めることから、
結果として一定の制約に繋がることは
十分に考えられる。そこで、「可能な限
りその都度、当該意思確認を行うことが
望ましい」との見解について、その例外
として、「従業員の出向・転籍などの人
事管理が正常に行えない場合」を例示
するなどの配慮をお願いしたい。

e

Ⅰ

裁量労働制のあり方については、現
在、「今後の労働時間制度に関する研
究会」において御議論いただいていると
ころであり、年内に報告をとりまとめて
いただく予定であるが、その後、関係審
議会で十分御議論いただく必要があ
り、結論時期をお示しすることは困難で
ある。

ご要望に係る事項については、第一次回答でお示ししたと
おり、事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して
行う活動を支援するため、事業者等に取り組むことが望ま
れる事項として、個人情報保護法第８条に基づく指針の解
説中の参考として記述したものであり、再意見で述べられて
いる「指針で定められている」との指摘は、事実誤認であ
る。
また、当該事項に従わなかった場合、法規定違反と判断さ
れるものではなく、同法に規定する権限行使を行政が行うこ
ともないことから、ご要望に係る事項は規制に該当しない。
国としては、当該事項は、上記のとおり規制には該当しな
いが、雇用管理に関する個人情報については、病気、収
入、家族関係のような機微にふれる情報を含むことから、当
該情報を第三者に提供する際の本人の事前同意について
は、第三者提供に係る本人の意向が的確に反映されるよ
う、可能な限りその都度、当該意思確認を行うことが望まし
いと考える。
したがって、再意見のとおり、事業主への一定の制約に繋
がることが考えられることをもって、一律的に例外記述を設
けることは、個人情報保護法の趣旨を鑑みると、不適切で
あると考える。
なお、ご要望に係る事項など雇用管理に関する個人情報
の取扱いに関する重要事項であると考えられる事項を定め
るにあたっては、個々の事例に応じて、あらかじめ労働組合
等に通知し、必要に応じて、協議を行うなど適正かつ有効な
実施を図っていただきたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130083

zA130084

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

企画業務型裁量労働制に関する対
象業務の拡大および手続きの簡素
化

従業員の個人情報の第三者提供
に関する扱いの見直し【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A023

5053A024

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

23

24

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）

①対象業務の大幅拡充もしくは対象業
務の制限を原則撤廃し、対象者の範囲
を拡大すべきである。営業職を含め、ホ
ワイトカラー労働者の業務全般に広く適
用すべきである。
②労使委員会を設置せずに労使協定で
の導入を可能とするなど、制度導入にあ
たっての手続きを簡素化すべきである。
企画業務型裁量労働制に関する対象業 ③労基署へ届出ることが義務付けられ
務の拡大および手続きの簡素化
ている「企画業務型裁量労働制に関する
報告書」の届出頻度を現行の半年に一
度から一年に一度に緩和すべきである。
④対象者の労働時間規制の除外を行う
べきである。
⑤全社的に同一内容・同一形態の業務
であれば、事業場毎ではなく全社一括の
労使委員会の決議でも制度を導入でき
るようにすべきである。

ホワイトカラー労働者に企画業務型裁
量労働制を広く適用することにより、労働
者にとっては、自立的で自由度の高い柔
軟な働き方が可能となり、さらにその能
企画業務型裁量労働制は、 労使委員
力や意欲をより効率的に発揮できるよう 会が設置された事業所において、 事業
になる。他方、企業にとっても、労働者自 の運営に関する事項に係わる企画、立
身が「労働、即ち労働時間」といったこれ 案、調査及び分析の業務であって、当該
までの意識を変革し、「仕事の質・成果」 業務の性質上これを適切に遂行するに
を追求することにより、結果的に生産性 はその遂行の方法を労働者の裁量に大
の向上、競争力の強化につなげることが 幅に委ねる必要があるため、当該業務
できる。 制度導入後の制度運営につい の遂行の手段及び時間配分の決定等に
ては、基本的には労使自治に委ねるべ 関し使用者が具体的な指示をしないこと
きであり、そうした観点から、煩瑣な届出 とする業務に、対象業務を適切に遂行す
については必要最小限とするよう見直す るための知識、経験等を有する労働者を
べきである。
従事させた場合にのみ適用されることに
「規制改革・民間開放推進３か年計画 なっている。2004年１月に一部規制の緩
（改定）」（2005年３月25日）においては、 和が行われたものの、導入要件、対象者
労使協定による導入の容認の可能性お の範囲、手続き面等で使い勝手が悪い
よび対象業務の範囲について見直しを 制度となっている。
検討することが記載されているが、施行
後約1年半が経過したことから早期に方
向性を示すべきである。

従業員の出向、転籍など人事管理上あ
るいは施策上必要な場合については、
雇用管理に関する個人情報をその都度
従業員の個人情報の第三者提供に関す
当該従業員から同意を得なくても、就業
る扱いの見直し【新規】
規則の定めや労働契約締結時の包括的
同意があれば第三者への当該情報の提
供を可能とするべきである。

従業員の出向等を検討する場合、出向
先候補企業が出向受入れの検討・判断
をするためには、出向元従業員の個人
情報が必要になる。しかし、仮に情報提
供の都度、労働者の同意をとりつけるこ
ととした場合、労働者はその提供に同意
しないことで結果的に当該出向人事に対
する事実上の拒否権を持つこととなり、
企業の人事管理や施策に支障が生じ
る。
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「雇用管理に関する個人情報の適正な
取扱いを確保するために事業者が講ず
べき措置に関する指針」において、雇用
管理に関する個人情報を第三者に提供
する際、本人の事前同意については、第
三者提供に係る本人の意向が的確に反
映されるよう、可能な限りその都度、当
該意思確認を行うことが望まれるとされ
ており、事実上、就業規則の定めや入社
時（労働契約締結時）の包括的な同意だ
けでは足りないとされている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130085

zA130086

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

使用者は、臨時の必要のため坑内で行
われる業務（①医師の業務、②看護師
の業務、③新聞又は出版の事業におけ
る取材の業務、④放送番組の制作のた
めの取材の業務、⑤高度の科学的な
労働基準法第６４条 知識を必要とする自然科学に関する研
女性の坑内労働禁止規定の見直し
の２
究の業務）に従事する者（ただし、妊娠
中の女性及び坑内で行われる上記の
業務に従事しない旨を使用者に申し出
た産後１年を経過しない女性を除く。）
を除いては、満１８歳以上の女性を坑
内で労働させてはならない。

深夜の割増賃金規定の見直し【新
規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

午後１０時から午前５時までの間におい
て労働した場合においては、使用者は
労働基準法第37条 その時間について、通常の労働時間の
第３項
賃金の計算額の２割５分以上の率で計
算した割増賃金を支払わなければなら
ない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

ｃ

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

厚生労働省においては、現在、男女雇
用機会均等の更なる推進のための方
策について、労働政策審議会雇用均等
分科会において本年末の取りまとめを
目途として検討を行っている。その中
で、本件についても議論を行っていると
ころであり、その結論を踏まえ、適切に
対応することとしている。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

Ⅰ

深夜の割増賃金については、労働時間
の位置が深夜という時刻にあることに
基づき、その労働の強度等に対する労
働者への補償として、割増賃金の支払
が要求されているものである。したがっ
て、単に、ビジネスのグローバル化や２
４時間化が進んでいることのみを理由
に、この規制を除外することは適切で
はないため、御要望にお応えすること
はできない。

深夜の割増賃金については、労働時間
の位置が深夜という時刻にあることに
基づき、その労働の強度等に対する労
働者への補償との説明であるが、日中
の勤務との負担の相違について、検討
会等の報告書など根拠があれば示して
いただきたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

c

Ⅰ

厚生労働省においては、現在、男女雇
用機会均等の更なる推進のための方
策について、労働政策審議会雇用均等
分科会において検討を行っており、そ
の中で、本件についても議論を行って
いる。７月２７日にこれまでの審議状況
について中間的な取りまとめを行い、８
月１日からこれについて１ヶ月間意見募
集を実施し、９月からその結果も踏まえ
て分科会で議論を深め、本年末を目途
に取りまとめを行う予定である。その結
果、法改正が必要との結論が得られれ
ば、次期通常国会に改正法案を提出す
る予定である。

Ⅰ

｢深夜業の就業環境、健康管理等の在
り方に関する研究会中間報告」（平成
10年11月）によれば、「深夜業がその特
性（自然の日内リズムに反して働くこと）
から健康への影響を及ぼすポテンシャ
ルを持つため、深夜業に従事しない者
に比べ充実した労務管理・健康管理が
必要であることは多くの論文で指摘さ
れている。」とされている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130085

zA130086

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

女性の坑内労働禁止規定の見直し

深夜の割増賃金規定の見直し【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A025

5053A026

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

25

26

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

女性の坑内労働禁止規定の見直し

深夜の割増賃金規定の見直し【新規】
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

厚生労働省の「女性の坑内労働に係る
専門家会合」において、「女性の坑内で
の就労を一律に排除しなければならない
事情は乏しくなってきていると考えられ
る」との報告書が出されたが、この内容
を踏まえ、労働基準法第64条の２の女性
の坑内労働禁止規定の見直しの準備を
早急に行い、女性技術者が坑内工事の
監督業務、監理業務および施行管理に
係わる業務に従事できることを認めるべ
きである。

建設中のトンネルが「抗」にあたるとさ
れているため、建設業に従事する女性は
現在もトンネル内に入れない状況にあ
労働基準法第64条の２において、使用
る。つまり危険作業を伴わない技術者も 者は、満18才以上の女性を坑内で労働
含めた全ての女性労働者は、トンネル工 させてはならないとされている。ただし、
事に係る全ての業務について従事する 以下の業務については、例外措置が認
ことができない。しかしながら、建設作業 められている。
現場への女性の進出は顕著であり、坑 ①医師の業務
内労働を除く他の建設作業現場ではす ②看護師の業務
でに性別による制限などは無いのが現 ③新聞又は出版の事業における取材の
状である。また、施工技術の進歩に伴
業務
い、建設現場における安全・環境面は格 ④放送番組の制作のための取材の業務
段の改善が図られており、女性の就労に ⑤高度の科学的な知識を必要とする自
対するリスクは大幅に減少している状況 然科学に関する研究業務
も考慮に入れれば、トンネルを含む坑内
労働の禁止は実態にあっていない。

時間帯による割増率の差異をなくすよ
うに、労働基準法第37条第３項の深夜の
割増賃金の規定の削除を行うべきであ
る。

労働基準法の第37条第３項では、使用
者が、午後十時から午前五時まで（労働
大臣が必要であると認める場合におい
経済のグローバル化や24時間化が進 ては、その定める地域又は期間につい
展している現代において、深夜における ては午後十一時から午前六時まで）の間
労働という理由をもって特別の割増賃金 において労働させた場合においては、そ
の支給対象にすることは妥当でない。
の時間の労働については、通常の労働
時間の賃金の計算額の二割五分以上の
率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならないとされている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130087

zA130088

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

労働基準法第36条
第１項
労働基準法施行規
則第18条
時間外労働を行うに当たり、坑内労働
時間外労働の上限が２時間に制限
される健康上特に有害な業務の見 昭和43年７月24日 その他厚生労働省令で定める健康上
基発第472号、昭和 特に有害な業務の労働時間の延長は、
直し
46年３月18日 基発 １日２時間を超えてはならないとされて
【新規】
第223号、昭和63年３ いる。
月14日 基発第150
号、平成11年３月31
日 基発第168号

製造業の一部、電気業、ガス業、自動
車整備業、機械修理業に属する事業場
で、電気使用設備の定格容量の合計
が 300キロワット以上のものは、当該事
労働安全衛生法第８
労働安全衛生法第88条第１項の改
業場に係る建設物若しくは機械等を設
８条、労働安全衛生
置し、若しくは移転し、又はこれらの主
定【新規】
法施行令第２４条
要構造部分を変更しようとするときは、
その計画を当該工事の開始の30日前
までに、労働基準監督署長に届け出な
ければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

a

Ⅲ

Ⅰ

労働基準法第３６条第１項ただし書及
び労働基準法施行規則第１８条は、労
働者の健康保護の観点から、化学的又
は物理的に労働者の身体に及ぼす影
響の大きい業務について一律に１日の
時間外労働の上限を２時間としている
ものである。これらの業務について有害
性のない又は低い他の業務と同様の
取扱いとすることは、労働者の健康保
護の観点から、依然として適当ではな
いものである。

法第８８条第１項に基づく届出の対象となる事業場は、相
当数の危険有害設備等を有するものであり、また、いったん
設備等が設置されると、それらに安全衛生上問題があった
場合に改善することが困難であることから、事前に十分な審
査を行い、法令に違反する事実がある場合は工事の差し止
め等の命令を行う必要がある。
平成１４年から１６年までに発生した重大災害（交通事故、
食中毒等を除く。）のうち、法第８８条第１項届出対象業種に
おいて発生したものについてみると、66％が300kw以上の事
業場で発生している。また、電気容量別に見ると、１万kw以
上の事業場での災害が約３割を占めており、電気容量が大
きい方がむしろ重大災害のリスクは高いといえる。さらに、
対象事業場における重大災害は近年増加傾向にある。
以上より、300kw以上の電気容量を使用する事業場を届
出の対象とすることが必要であり、すべからく規制を緩和す
ることは困難であるが、第１６２回通常国会に提出した「労働
安全衛生法等の一部を改正する法律案」において、危険性
又は有害性等の調査結果に基づいて安全衛生管理を体系
的・継続的に実施する仕組みである労働安全衛生マネジメ
ントシステムが適切かつ有効に実施され、かつ、その実績と
しての安全衛生水準が高いとして労働基準監督署長の認
定を受けた事業者に対しては、法第８８条第１項及び第２項
に基づく計画の届出を免除することを予定しているところで
ある。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は、近年の技術水準の向上によ
り、該当する業務において、化学的又
は物理的に労働者の身体に及ぼす影
響がほとんどなくなったものがある（労
働基準法施行規則第１８条第８号の
「抄紙機を用いて紙を抄く作業」を例
示）と認識しており、要望者の意図を踏
まえ、今一度検討されたい。

要望者再意見を踏まえ、再度検討いただきたい。
（要望者再意見）
一定の安全衛生管理を行っている事業場について、届出義
務の免除制度を導入することについては、理解したが、法第
88条第1項に基づく届出を必要とする機械等の範囲につい
ても併せて御検討をいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅲ

労働基準法第３６条第１項ただし書及び労働基準法施行規
則第１８条は、労働者の健康保護の観点から、化学的又は
物理的に労働者の身体に及ぼす影響の大きい業務につい
て一律に１日の時間外労働の上限を２時間としているもので
ある。これらの業務について有害性のない又は低い他の業
務と同様の取扱いとすることは、労働者の健康保護の観点
から、依然として適当ではない。
なお、技術水準の向上により、化学的、物理的に労働者の
身体に及ぼす影響がない作業については、運用上規制の
適用を除外しているところであり、御要望のような「抄紙機を
用いて紙を抄く作業」についても有害要因の影響を受けない
と認められる場合については規制の対象としていないところ
である。

Ⅰ,Ⅲ

法第88条第1項に基づく届出は、相当数の危険有害設備等
を有する合計電気容量300キロワット以上の事業場を対象と
しているところであり、合計電気容量が大きいと重大災害発
生のリスクが高まること等の理由から、対象事業場に設置さ
れる常設の定置式生産機械等を全て届出の対象としている
ところである。
ただし、事後においても改善が容易な工事を伴わない可搬
式の機械等や、安全衛生確保の観点からの措置を講ずる
必要のない空調、事務用、通信用の機器等は届出を要さな
いこととしており、さらに、レイアウト変更を伴わない、同一形
式、機能を有する機械等の入れ替えについても届出を要さ
ないこととしている。
また、原動機の定格出力が1.5キロワット未満の機械等で
あって6ヶ月未満の期間で廃止するもの等一定の仮設の機
械等についても、届出を除外しているところである。
このように、法第88条第１項に基づく届出を必要とする機械
等については、その能力や設置期間等から重大な労働災
害発生のリスクを十分に考慮し、既に、届出を要しない範囲
を定めているものであるため、対象機械等の条件を緩和す
ることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130087

zA130088

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

時間外労働の上限が２時間に制限
される健康上特に有害な業務の見
直し
【新規】

労働安全衛生法第88条第１項の改
定【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A027

5053A029

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

27

29

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

時間外労働の上限が２時間に制限され
労働基準法施行規則第18条に定めら
る健康上特に有害な業務の見直し
れている具体的業務の見直しを行い、不
【新規】
必要な業務を削除すべきである。

労働安全衛生法第88条第１項の改定
【新規】
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労働安全衛生法第88条第１項における
対象事業場・機械等の区分を見直すべ
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）

労働基準法施行規則第18条８号の解
釈において「抄紙機を用いて紙を抄く作
業」が該当することになっている。しか
し、機械設備の性能向上などによって、
機械操作を隔離室にて行う状態でなくて
も、健康上特に有害な作業にあたらない
作業環境が確保される場合などもある。
このように、規則制定時に比べ機械設備
や作業環境の向上などにより、健康上特
に有害な業務に指定する必然性がなく
なった業務もある。

労働基準法第36条第１項では「坑内労
働その他厚生労働省令で定める健康上
特に有害な業務の労働時間の延長は、
一日について二時間を超えてはならな
い。」とされており、「厚生労働省令で定
める健康上特に有害な業務」については
労働基準法施行規則第18条に該当する
10の業務が定められている。

大規模事業場ほど、当該機械等の設
置件数は膨大となり、法の定めに従い届
出を行うことが困難な事業場は多い。一
方で、機械設備の性能及び安全装置等
の技術的向上が図られていることから、
労働安全衛生法第88条第１項及び労
大規模事業場のみを規制対象とする根
働安全衛生法施行令第24条の定めによ
拠が薄らいでいるものと考えられる。
り、「電気使用設備の定格容量の合計が
上記の理由から、労働安全衛生法第
300ｋＷ以上の製造業の事業者は、1.5ｋ
88条第１項における対象事業場及び機
Ｗ以上の機械等を設置する場合、30日
械等の区分の見直しを求めたい。 な
前までに労働基準監督署長に届け出る」
お、法の規制の有無に関わらず、機械設
こととされている。
備の設置の際、安全管理上十分な検討
と対策を取った上で設置を行うことは、労
働災害防止の観点から当然のことであ
り、企業としても引き続き適切に対応して
いく。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130089

zA130090

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

衛生管理者の巡視頻度の自主的
運用の推進【新規】

該当法令等

制度の現状

衛生管理者は、少なくとも毎週１回作業
場等を巡視し、設備、作業方法又は衛
労働安全衛生法第１
生状態に有害のおそれがあるときは、
２条、労働安全衛生
直ちに、労働者の健康障害を防止する
規則第１１条
ための必要な措置を講じることとされて
いる。

事業者は、常時５０人以上の労働者を
使用する規模の事業場ごとに、労働者
の健康障害防止、健康の保持増進、労
衛生委員会の開催に関する特例措 労働安全衛生法第１ 働災害の原因及び再発防止策で衛生
８条
に関するもの等の基本的対策を調査審
置【新規】
議させ、事業者に対し意見を述べさせ
るために衛生委員会を設けることとされ
ている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｃ

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

衛生管理者は、事業場において衛生
に係る技術的事項の管理を行う者であ
り、そのためには常に職場の労働衛生
に係る状況を把握していることが必要
であるから、週１回以上、衛生管理者に
作業場等の巡視を行わせることとして
いるものである。
近年の労働衛生上の課題として、過
重労働の問題、メンタルヘルスの問題
などが深刻化している中で、衛生管理
者が職場の作業方法、衛生状態等を把
握して、適切な対応をしていくことはこ
れまで以上に強く求められていることか
ら、週１回以上の職場の状況の巡視は
必要不可欠である。
これらのことから、ご要望にお応えす
ることはできない。

要望者再意見を踏まえ、再度検討いた
だきたい。
（要望者再意見）
衛生管理者は、労働安全衛生法第10
条に示す業務として、労働者の健康障
害を防止するための措置、衛生教育の
実施、健康診断の結果に基づく事後措
置、健康相談その他労働者の健康の
保持増進を図るため必要な措置などを
講じることとされているが、特に第三次
産業においては、過重労働対策、メンタ
ルヘルス対策などを重視した各個人に
対する衛生教育などを重点的に行う必
要があると考えている。したがって、各
業種、各事業場ごとに重点的な衛生対
策が講じられるよう、衛生管理者の巡
視頻度の自主的運用について御検討
をいただきたい。

Ⅰ

衛生委員会は、事業者が実施する健
康確保対策が各事業場の実情に応じ
た適切なものとなるようにするため、労
働者の意見を反映させるようにするとと
もに、労働者の安全衛生対策への関心
を高めることもねらいとしたものであり、
このため委員の過半数を労働者代表
から指名することとしている。
衛生委員会を複数の事業場を統合し
て開催した場合、それぞれの事業場の
労働者代表が適切に指名されず、労働
者の意見が適切に反映されないおそれ
があること、また、衛生に関する課題や
対策はそれぞれの事業場の実情に応
じて異なることから、衛生委員会の開催
は事業場単位で行う必要があり、ご要
望にお応えすることはできない。
なお、以上のとおり、個別に衛生委員
会を開催することを前提とした上で、複
数の事業場が、共通の事項等について
話し合う場を自主的に設けることは何ら
差し支えないものであり、それにより横
断的な対策の推進が図られるものと考
える。

要望者再意見を踏まえ、再度検討いた
だきたい。
（要望者再意見）
社員の健康管理についても各社横断
的な統一された対策の実施や、各社間
の情報交換が可能となり、実質的に衛
生委員会の開催趣旨により適った形で
の運営が見込まれることから、要望の
特例措置について御検討をお願いす
る。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅲ

Ⅰ

近年特に深刻化している過重労働の
問題、メンタルヘルスの問題について
は、業種を問わず、衛生管理者が常に
職場の状況を把握し、適切な対応をし
ていくことが求められることから、週１回
以上の職場の状況の巡視は必要不可
欠であり、ご要望にお応えすることはで
きない。

各事業場の実情に応じて、それぞれ
の事業場の労働者の意見が適切に反
映され、その事業場ごとの実情に即し
た対策が講じられるためには、衛生委
員会を事業場ごとに開催する必要があ
り、ご要望にはお答えできない。
ただし、個別の事業場ごとに衛生委
員会を開催した上で、複数の事業場
が、共通の事項等について話し合う場
を自主的に設けることは何ら差し支え
ないと考えており、各社横断的な対策、
各社間の情報交換等については、この
中で対応が可能と考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130089

zA130090

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

衛生管理者の巡視頻度の自主的
運用の推進【新規】

衛生委員会の開催に関する特例措
置【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A030

5053A031

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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）

30

事業場における衛生管理者の職場巡
視については、現行の「毎週１回以上」と
衛生管理者の巡視頻度の自主的運用の
いう頻度を改め、各事業場の実情に応じ
推進【新規】
て自主的な運用が図れるよう改正すべき
である。

厚生労働省が推進してきた快適職場
形成がかなり進んできた現在では、相当
程度、安全設備や職場環境が整備され
労働安全衛生規則第11条第１項によ
てきている。衛生面についても一昔前に
り、「衛生管理者は、少なくとも毎週１回
比べて格段に改善が進んでいる。さら
作業場等を巡視し、設備、作業方法又は
に、労働衛生に関するニーズ、実情は各
衛生状態に有害のおそれがあるときは、
業種及び事業場によって区々であること
直ちに、労働者の健康障害を防止する
から、その対応も異なるのが実情であ
ため必要な措置を講じなければならな
る。したがって、衛生管理者の職場巡視
い」ことと定められている。
の頻度については、各事業場の実情に
応じた自主的な運用に委ねるのが望まし
い。

31

たとえ業種を異にする別個の複数法人
であっても、次の要件を全て満たす場合
には各法人の衛生委員会を統合した形
で開催することを認めるべきである。
①同一の企業グループに属すること
②物理的に単一のビルに入居している
こと
③いずれも非製造業の事務所として操
業していること
④人事・総務等をはじめとする間接部
門について法人間で一定程度の統合の
実態が認められること

労働安全衛生法第18条及び同法施行
令第９条に基づき、「事業者は、常時50
人以上の労働者を使用する事業場ごと
に労働者の健康障害防止対策等に関す
効率的な運営により人的・経済的資源 る事項を調査審議させ、事業者に対し意
の節約が図られるほか、社員の健康管 見を述べさせるため、衛生委員会を設け
理についても各社横断的な統一された なければならない」こととされている。そ
対策の実施が可能となり、実質的に衛生 のため、業種を異にする別個の複数法
委員会の開催趣旨により適った形での 人である限りは、たとえ同一の企業グ
運営が見込まれる。
ループに属し、物理的にも単一のビルに
入居し、いずれも非製造業の事務所とし
て操業している場合であっても、それら
の法人ごとに独立した衛生委員会の開
催が求められている。

衛生委員会の開催に関する特例措置
【新規】
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130091

zA130092

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

技能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
法務省 警察庁
外国人研修・技能実習制度の見直 （平成５年４月５日法
厚生労働省 外
務省告示第１４１号）
し（１）
務省
技能実習制度推進
事業運営基本方針
（平成５年４月５日労
働大臣公示）

制度の現状

②前段
技能実習制度は、国際貢献の観点か
ら開発途上国等への効果的な技能等
の移転を図ることを目的としており、本
制度における対象職種については、研
修生送出国のニーズがあること、対象
技能等の段階的な公的評価制度が整
備されている職種であることとしてい
る。

②
技能実習制度推進事業運営基本方
針等に基づき、研修生送出国のニーズ
に合致する職種かつ対象技能等の公
的評価制度が整備されている職種を技
能実習対象職種としている。研修成果
の基となる公的評価制度の仕組みとし
て①職業能力開発促進法に基づく技能
技能実習制度に係る 検定（５１職種）と②（財）国際研修協力
出入国管理上の取 機構の認定する評価制度の仕組み（１
扱いに関する指針 １職種）がある。
法務省 警察庁
外国人研修・技能実習制度の見直 （平成５年４月５日法
務省告示第１４１号） ③
厚生労働省 外
し（２）【新規】
技能実習制度推進 「技能実習制度」は、一定期間の研修
務省
事業運営基本方針 を経た上で研修成果等の評価等を行
（平成５年４月５日労 い、一定の水準に達したこと等の要件
働大臣公示）
を満たした場合に、その後雇用関係の
下でより実践的な技術、技能等を修得
することができる制度であり、研修期間
と、技能実習期間からなるものである。
日本における滞在期間は、研修期間と
技能実習期間を合わせて３年以内とさ
れている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

−

②
ｄ

②
−

③
ｃ

③
−

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

②前段
複数職種の作業の研修・技能実習を
行うことについては、相互に関連があ
り、適正な研修及び技能実習計画が策
定され、帰国後に同様の業務を行うこと
が担保されるのであれば、可能である。
なお、この場合においても、技能実習
移行時における技能評価については技
能実習移行対象職種のうちいずれか１
つを選択する必要がある。

②
技能実習制度は、国際貢献の観点か
ら開発途上国等への効果的な技能等
の移転を図ることを目的としており、本
制度における対象職種については、業
種にかかわらず、研修生送出国のニー
ズがあること、技能実習への移行には
研修成果の客観的かつ公正な評価を
行う仕組みが必要不可欠であることか
ら、対象技能等の段階的な公的評価制
度が整備されている職種であることとし
ている。
制度創設当初の１７職種から順次拡
充し、現在、６２職種となっており、今後
とも送出し国の技能移転に関するニー
ズ等を踏まえ、対応する。
③
「技能実習制度」は、国際貢献の観点
から開発途上国等の人材育成を通じて
効果的な技能等の移転を図ることを目
的としており、技能実習生が帰国して、
就労することにより、送り出し国の技能
水準を引き上げることが制度の前提で
あり、そもそも本制度は、国内の産業競
争力、地域経済、国民生活の維持、強
化といった点を考慮するものではない。
従って、技能実習後日本国内での就
労を認めることは、本制度の趣旨に反
するものであり、認められない。
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③ 「第３次出入国管理基本計画」にお
いて、「制度本来の目的を達成するた
め、制度の趣旨にのっとった運用の適
正を図るとともに、制度自体の見直しも
併せて図っていく」とされるところ、現時
点における対応策として挙げることので
きる内容があれば示されたい。

③
c

−

厚生労働省としては、制度の趣旨に
則った運用の適正化として、同計画に
基づき、平成17年は、JITCOを通じて①
受入企業等に対する指導の効率化及
び強化、②技能実習制度の評価の実
施及び制度運営へのフィードバックを重
点的に実施することとしている。
また、同計画において、関係府省とも
連携しつつ、制度自体の見直しも併せ
て行う必要があるとしているところであ
るが、具体的な対応策としては、現在、
同計画に基づき関係府省と連携し検討
することとしており、まだ具体的な内容
をお示しできる段階にはない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130091

zA130092

制度の
所管省庁等

項目

法務省 警察庁
外国人研修・技能実習制度の見直
厚生労働省 外
し（１）
務省

法務省 警察庁
外国人研修・技能実習制度の見直
厚生労働省 外
し（２）【新規】
務省

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A032

5053A033

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

4

4

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

32

①過去数年に亘り研修生・技能実習生
の受け入れ実績があり、かつ不正行為
等なく適正な運営を行なっている企業を
優良事業者として認定し、一定の要件の
もと、最長期間を５年に延長し、受け入
れ人数枠を緩和するべきである。②現地
の技能者を多能工として育成する必要
性が生じていることから、企業単独型で
外国人研修・技能実習制度の見直し（１）
あれば技能実習移行職種の認定を簡略
化し、その組み合わせ実習も可能にする
など、企業実態にあわせて現行制度を
柔軟に見直すべきである。もしくは、海外
現地法人の初級現場監督者クラスの人
材が日本国内で長期間（３年前後）の実
務研修を行なうことを可能とするよう在留
資格を整備すべきである。

33

①外国人技能実習制度に関する在留資
格の創設等
同制度における非実務研修、実務研
修、技能実習の期間等について柔軟性
を確保すべく、「技能実習」を前提として
在留する外国人については、在留期間
を通じた新たな在留資格を創設すべきで
ある（例えば、新たな在留資格の下で
は、半年の研修と２年半の技能実習や
母国で一定の研修を終了した場合には
更なる研修期間の短縮と技能実習期間
外国人研修・技能実習制度の見直し（２）
の長期化を可能とする）。②技能実習の
【新規】
対象職種の拡大
技能実習の対象職種は、現在、その大
半が製造業に係る職種であるが、サービ
ス業を含め開発途上国等に高いニーズ
があり、わが国において優れた知見・技
術が蓄積されている分野等（例えば
チェーン展開されている各種サービス事
業等）について対象職種を拡大すべきで
ある。
③受入企業・技能実習生双方のニーズ
に基づく在留資格の変更
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具体的事業の
実施内容

（具体的内容 右下の続き）
研修・技能実習生の中には、研修・技能
実習で得た技能を母国において活かす
のみならず、将来的にわが国経済社会
の発展にも活かしたいと希望する者もお
り、受入側にも担い手として引き続きの
滞在を希望する者は少なくない。そこで、
わが国の産業競争力、地域経済、国民
生活の維持・強化に必要な分野につい
て、特に高度な技能等を修得した者につ
いては、専門的・技術的分野の人材とし
てわが国において就労を認めることにつ
き、検討を進めるべきである。

要望理由

その他
（特記事項）

今日の急速なグローバル化の進展と
技術や業務運営の革新・複雑化に鑑
み、より多くの外国人が長期間、日本国
内で実務研修を行なう必要性が生じてい
る。また、現地法人の現場スタッフを多
能工として日本国内で育成するケースも
あるが、現行制度は単一の職種という考
え方が強く、多能工化には対応できてい
ない。技能実習によって身につけた単一
の技能では、帰国後、現地法人で活か
すことができず、指導的な職務につくこと
ができないことも考えられる。結果的に
発展途上国への技術移転という制度の
趣旨に則った活動が行なえない。第３次
出入国管理基本計画（2005年３月）で
は、「問題の少ない企業単独型研修は企
業活動の変化等に応じた基準緩和を検
討し、技能実習の対象職種も幅広く見直
していく」とされており、見直しの際には
上記の観点を考慮に入れるべきである。
企業のグローバル展開によって現地ス
タッフの育成方法も多様化しており、そう
した動きに研修・技能実習制度が対応で
きなければ、在留資格の改定、創設も含
めて検討すべきである。

外国人研修・技能実習生制度について
は、財団法人国際研修協力機構（ＪＩＴＣ
Ｏ）が中心となり、「技能実習制度推進事
業運営基本方針」に沿って運営されてい
る。研修期間は技能実習と合わせて最
長３年、受け入れ人数は当該受け入れ
企業の常勤従業員数の５％（中小企業
特例あり）となっており、技能実習移行対
象職種は62職種114作業に限定されて
いる。技能実習を行なう際、当該職種の
作業はＪＩＴＣＯの指導により全労働時間
の６割以上でなければならない。

研修生から技能実習生への移行者が
２万人を超える等（2003年）、本制度がわ
が国および開発途上国において欠かせ
ない制度となった今、研修・技能実習制
度を適正かつ円滑に推進し一層充実さ
せていくためには、運用の適正化ととも
に、制度自体の見直しも併せて行う必要
がある。なお、日インドネシアEPAの協議
において、インドネシア側からも、同制度
の見直しについて、①研修期間における
待遇の改善、②技能実習対象業種の拡
大、③実習後の就労等への要望が寄せ
られている。

現行の研修・技能実習制度は、①１年
間の「研修（非実務研修及び実務研修）」
（生活実費として研修手当を支給）と２年
間の「技能実習」（労働の対価として賃金
を支給）の最長３年間で構成され、②「技
能実習」の対象職種は、技能検定等の
対象となる62職種114作業に限定されて
いる。また、③技能実習修了後の就労は
認められていない。2005年３月29日に策
定された『第三次出入国管理基本計画』
では、同制度の見直しとして、①技能実
習に係る在留資格の創設や実務研修中
における法的保護の在り方、②国際貢
献に資する観点からの技能実習の対象
職種の幅広い見直し、等が指摘されてい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130093

厚生労働省

健康保険組合におけ
る診療報酬の審査及
び支払に関する事務 医科及び調剤レセプトの直接審査・支
の取扱について 払を実施する際には、「健康保険組合
（平成１４年１２月２５ における診療報酬の審査及び支払に
日保発第１２２５００１ 関する事務の取扱について」（平成１４
レセプトの直接審査・支払に係る基
号）
年１２月２５日保発第１２２５００１号）及
健康保険組合におけ び「健康保険組合における調剤報酬の
準の見直し【新規】
る調剤報酬の審査及 審査及び支払に関する事務の取扱に
び支払に関する事務 ついて」（平成１７年３月３０日保発第０
の取扱について ３３０００５号）により、必要な条件を課し
（平成１７年３月３０ た上で認めている。
日保発第０３３０００５
号）

c

Ⅳ

① レセプトの直接審査・支払にかかる
認可基準については、通知において具
体的に明らかにしているところであり、
具体的な申請・相談を受けて適切に審
査することとしている。
② 直接審査・支払の実施に当たって
は、薬局が保険者の審査により査定を
受ける立場にあり、査定に伴う紛争を
未然に防ぎ、保険者が審査を円滑に行
えるよう薬局の合意が必要と考えてい
る。

厚生労働省の回答では、「レセプトの
直接審査・支払にかかる認可基準につ
いては、通知において具体的に明らか
にしているところであり、具体的な申請・
相談を受けて適切に審査する」というこ
とだが、健保組合からは、審査体制、紛
争処理機能などについて、認可基準が
不透明であることを指摘する声があ
がっている。「具体的な申請・相談を受
けて適切に審査する」とあるが、そうし
たこと自体が、申請を困難にし、行政の
裁量に委ねられる結果を招いている。
2005年８月３日現在、直接審査・支払
の実施例が一件もない実態を踏まえ
て、レセプトの直接審査・支払が実現で
きる環境を図るべきである。
また、調剤レセプトにおける、処方せ
んを発行した保険医療機関の事前同意
について、保険者の審査が円滑に進む
ようにという回答では、とても納得でき
るものではなく、あらためて、その必要
性について説明を求めたい。

c

Ⅳ

○ 具体的な相談を受けて、通知にお
いて具体的に定めた要件に従い適切に
審査することとしている。なお、現在保
険者からの具体的な相談を受けている
ところである。
○ 保険者の審査により査定を受ける
立場にある保険医療機関の同意を求
め、保険者の審査の円滑化を図ること
は重要であると考えている。
○ なお、同意を得た保険医療機関の
発行する処方箋にかかる調剤レセプト
のみ直接審査支払をすることは可能で
ある。

c

Ⅳ

保険者からの具体的な相談を踏ま
え、必要に応じ具体的なスケジュール
を検討したい。

○保険医療機関の事前同意を得る条
件を課すことは、調剤レセプトの直接審
査支払いを「必ずしも保険医療機関毎
に保険薬局が特定されていないことか
ら実現困難」とすると考えるが、貴省の
見解を明示されたい。
○また、調剤レセプトの直接審査支払
に関しては、「処方せんを発行した医療
機関」の事前同意が必要な理由も明確
に示されたい。

zA130094

厚生労働省

健康保険法第７６条
保険者と医療機関の直接契約につい
第３項
ては、「健康保険法第７６条第３項の認
「健康保険法第７６条
保険者と医療機関の直接契約に係
可基準等について」（平成１５年５月２０
第３項の認可基準等
日保発第０５２０００１号）により、患者の
る基準の見直し
について」（平成１５
フリーアクセスの確保の観点から必要
年５月２０日保発第０
な条件を課した上で認めている。
５２０００１号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅳ

直接契約の認可に当たっては、個別
の契約が患者のフリーアクセスに与え
る影響を勘案し、患者にとって適切な受
診行動を確保するため、又地域の医療
提供体制に影響を及ぼすことから、契
約当事者からの申し立てだけではなく、
地域の医療機関や被保険者代表など
の意見を聞く必要があるので、都道府
県ごとに設置する委員会における審議
を求めている。また、収支状況が良好
でない医療機関が割引を行う場合に
は、適切な医療が提供されないおそれ
があるため、認可に当たって収支状況
を要件の一つとしている。これらの要件
は、いずれも直接契約を認める上で必
要な条件を整備したものであるが、「規
制改革・民間開放推進３カ年計画（改
定）」（平成１７年３月２５日）の内容を踏
まえ、現行の契約条件等について過度
な阻害要件がないか等について保険者
の意見を踏まえつつ、条件の緩和につ
いて逐次検討することとしている。
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○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
厚生労働省の回答では、「規制改革・
民間開放推進３カ年計画（改定）」（平成
17年３月25日）の内容を踏まえ、現行の
契約条件等について過度な阻害要件
がないか等について保険者の意見を踏
まえつつ、条件の緩和について逐次検
討する」とのことであるから、期限を明
示する形で、具体的な検討スケジュー
ルを提示されたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130093

zA130094

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

レセプトの直接審査・支払に係る基
準の見直し【新規】

保険者と医療機関の直接契約に係
る基準の見直し

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A034

5053A035

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

34

35

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）

①レセプトの直接審査・支払を実施する
際の厚生労働大臣認可基準について、
具体的に明示した指針もしくはガイドライ
レセプトの直接審査・支払に係る基準の ンを作成し、実現可能な環境整備を図る
見直し【新規】
べきである。
②調剤レセプトにおける、処方箋を発行
した保険医療機関の事前同意を要件か
ら削除すべきである。

①医科・歯科レセプトにおける直接審査・
支払の実施例が一件もない（2005年６月
６日現在）。その要因の１つは、保険者
の組合規約の変更が求められ、規約変
更には、厚生労働大臣の認可が必要と
なるが、その際の認可基準（審査体制、
紛争処理機能などの基準）が不透明なこ
とである。レセプトの直接審査・支払の実
施により、保険者機能が発揮され、国民
医療費の抑制につながることが期待され
ることから、その実現のために認可基準
の明確化が求められる。②調剤レセプト
における当該保険医療機関の事前同意
については、必ずしも保険医療機関ごと
に保険薬局が特定されていないことか
ら、実質的に実現困難である。

レセプトの直接審査・支払について、医
科・歯科レセプトが2002年12月に、調剤
レセプトが2005年３月にそれぞれ解禁に
なっている。しかし、医科・歯科レセプトで
は2005年６月６日現在、直接審査・支払
の実施例が一件もない。
また、調剤レセプトについては、処方箋
を発行した保険医療機関の事前同意が
要件となっている。

①契約医療機関の運営状況、②各都
道府県に設置される委員会による審議、
③契約医療機関における、当該契約健
保組合加入者及び当該契約健保組合加
入者以外の患者に係る診療報酬の額及
保険者と医療機関の直接契約に係る基 びレセプトの件数についての報告義務
準の見直し
（毎月）など、契約条件等の規制を緩和
すべきである。
2005年６月６日現在、直接契約が成立
していない現状に鑑みて、直接契約条件
等について全般的に見直す必要があ
る。

今般、保険者と医療機関の直接契約に
よる割引契約が可能となったことから、
保険者が医療機関と契約し医療費の
各医療機関のインフラ、医療技術、サー 割引契約を受けられる制度が、2003年５
ビス等の改善が期待される。よって、医 月に解禁となった。しかし、契約条件等と
療費の効率的活用を一層促進する観点 して、①契約医療機関の運営状況（直近
から、保険者側で医療機関を評価できる ２年間とも経常損益が赤字の場合など収
場合には、当該委員会による審議を簡 支状況が良好でないと認められる場合
略化するなど契約条件等を緩和すべき には認可しない）、②各都道府県に設置
である。 2005年３月25日に閣議決定さ される委員会（地方社会保険医療協議
れた「規制改革・民間開放推進３か年計 会）による審議、③保険者は契約後、毎
画（改定）」では、「①フリーアクセスを阻 月、契約医療機関における ａ）当該契
害していないことを証明する資料提出内 約健保組合加入者に係る診療報酬の額
容の簡素化・簡便化や認可後の月報や 及びレセプト件数、ｂ）当該契約健保組合
年報報告の簡素化等により、保険者の 加入者以外の患者に係る診療報酬の額
事務負担を軽減する、②医療機関の収 及びレセプト件数を地方厚生（支）局に報
支状況が一時的に赤字となった場合で 告しなければならないなどの規制があ
も、その時点で即座に契約認可を取消さ る。
ず、一定の猶予期間を設ける、
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具体的事業の
実施内容

（要望理由 右下の続き）③地域関係者
からの懸念意見やフリーアクセス阻害要
因に関する所見に基づく認可取消要件
の緩和等、契約の安定性の確保と保険
者の利便性の向上という視点に立って、
保険者と医療機関の直接契約が進めら
れるよう、現行の契約条件等について過
度な阻害要件がないか等について保険
者の意見を踏まえつつ、条件の緩和に
ついて検討する」となっており、検討スケ
ジュールを明確化した上で、早急に検討
すべきである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130095

zA130096

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①昨年、「構造改革特別区域法」の一
部を改正し、株式会社の資金調達能力
等を活用することが高度な医療の開
発・普及を促進する上で適切かつ有効
かということを検証するとの観点から、
特区において株式会社が自由診療で
高度な医療の提供を目的とする病院又
は診療所を開設することを認めることと
したところである。（昨年１０月１日施行）
株式会社による医療機関経営について
は、「基本方針２００３」で示された方針
営利法人による保険医療機関の経 医療法第７条第５項 構造改革特別区域制度を除き、営利法
人が営利を目的として病院等を開設す ①Ｃ②d ①Ⅰ②- に従い、特区における株式会社による
等
営参入の容認
ることは認めていない
医療機関経営の状況をみながら全国に
おける取扱いなどについて更に検討を
進めることとなっており、現時点におい
て、現行の特区制度を見直し、対象を
すでに保険適用されている技術等に拡
大することは困難。
②なお、特区における高度医療の内容
についての厚生労働大臣が定める指
針の一つとして、「その他、倫理的・安
全性の問題がなく、これらに類するも
の」を定めている。

「診療録等の保存を
行う場所について」
（2005年３月31日医
政発第0331010号/
保発第0331006号)
「民間事業者等が行
営利法人による電子化された診療 う書面の保存等にお
ける情報通信の技術
録等の外部保存と情報活用
の利用に関する法律
等の施行等につい
て」(2005年３月31日
医政発第0331009号
/薬食発第0331020
号/保発第0331005
号)

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

診療録等の外部保存を行う際の基準
は、電気通信回線を通じて外部保存を
行う場合にあっては、保存に係るホスト
コンピュータ、サーバ等の情報処理機
器が医療法第１条の５第１項に規定す
る病院又は同条第２項に規定する診療
所その他これに準ずるものとして医療
法人等が適切に管理する場所に置か
れるものであることとされている。

ｃ

Ⅳ

平成16年9月に取りまとめた「医療情報
ネットワーク基盤検討会」の最終報告を
踏まえ、平成17年3月に一定の要件を
満たす場合において、行政機関等が開
設したデータセンター等及び医療機関
等が震災対策等の危機管理上の目的
で確保した安全な場所については、オ
ンラインによる外部保存を容認したとこ
ろである。外部保存を受託する機関に
ついては、蓄積された情報を当該機関
等が不当に利用することへの国民の危
惧があり、個人情報保護法や刑法等の
関係法律により、格別の安全管理措置
を講じることが求められるため、その実
現が可能な上記機関に限定されるべき
であり、対象の拡大は困難である。
なお、医療機関等が震災対策等の危機
管理上の目的で確保した安全な場所
で、一定の要件を満たす場合において
は、民間機関が受託機関になることを
妨げていない。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
厚生労働省の見解は、「特区における
株式会社による医療機関経営の状況
をみながら全国における取扱いなどに
ついて更に検討を進める」ものである。
しかし、申請自体が少ない現状から判
断すれば、全国規模の検討は将来にお
いても困難な状況であると考える。した
がって、地域の中核病院として機能して
いる企業立病院の実例を踏まえて、構
造改革特区以外でも、株式会社による
医療機関経営の参入規制を直ちに解
除すべきである。

c

Ⅰ

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
厚生労働省からは、「外部保存を受託
する機関については、蓄積された情報
を当該機関等が不当に利用することへ
の国民の危惧があり、個人情報保護法
や刑法等の関係法律により、格別の安
全管理措置を講じることが求められる
ため、その実現が可能な機関に限定さ
れるべき」である旨の回答である。そう
であるならば、外部保存に必要な適切
な技術及び安全・運用管理能力を有し
ているかどうかについて、公正かつ中
立的な仕組みにより担保されていれ
ば、営利法人を除外する理由にはなら
ないと考える。営利法人であっても電子
化された診療録等を保存できるように
すべきである。また、医療分野における
連携や地域医療のデータ分析などは、
患者の利益につながるものであり、
データセンター等が有効に機能すると
考えられる。

c

Ⅳ

全国規模での株式会社の医療への参
入については、事業活動により利益が
生じた場合に株主が生じた場合に株主
に還元しなければならない株式会社の
本質により、
① 患者が必要とする医療と株式会社
にとっての利益を最大化する医療とが
一致せず、適正な医療が提供されない
おそれがあること
② 利益が上がらない場合の撤退によ
り地域の適切な医療の確保に支障が
生じるおそれがあること
③ 医療費の高騰を招くおそれがあり、
最大の課題の一つである医療費の抑
制に支障を来しかねないこと
など、様々な懸念があり、構造改革特
区における株式会社の医療機関経営
の状況等を見ながら、慎重に検討する
必要があると考えている。
なお、構造改革特別区における株式会
社の医療への参入は昨年１０月に施行
されたばかりである中、すでに１件承認
があったものである。

平成16年9月に取りまとめた「医療情報
ネットワーク基盤検討会」の最終報告を
踏まえ、平成17年3月に一定の要件を
満たす場合において、行政機関等が開
設したデータセンター等及び医療機関
等が震災対策等の危機管理上の目的
で確保した安全な場所については、オ
ンラインによる外部保存を容認したとこ
ろである。外部保存を受託する機関に
ついては、蓄積された情報を当該機関
等が不当に利用することへの国民の危
惧があり、個人情報保護法や刑法等の
関係法律により、格別の安全管理措置
を講じることが求められるため、その実
現が可能な上記機関に限定されるべき
であり、対象の拡大は困難である。
なお、ご提案の公正かつ中立的な仕組
みについては、具体的にどのような仕
組みを想定しているか不明であるが、
本年３月に取りまとめた医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドラインに
掲げている、「外部保存受託機関が適
切な外部保存に必要な技術及び運用
安全能力を有すること」という条件は、
あくまでオンラインによる医療機関以外
の場所での外部保存において満たすべ
き要件の一つであり、当該条件のみを
満たすことで外部保存を容認すること
はできないため、ご提案の実現は困難
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130095

zA130096

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

営利法人による保険医療機関の経
営参入の容認

営利法人による電子化された診療
録等の外部保存と情報活用

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A036

5053A037

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

36

37

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①株式会社等による医療機関経営の参
入規制を撤廃すべきである。
②第８回目の認定申請期間（2005年５月
９日〜18日）に一件の申請が行われた
営利法人による保険医療機関の経営参
が、特区申請において申請数がごくわず
入の容認
かであることを踏まえ、医療の種類を限
定列挙するのではなく、地方公共団体が
必要とする「高度医療」が幅広く認められ
るように参入要件を緩和すべきである。

適切な外部保存に必要な技術及び運
用管理能力を有することを公正かつ中立
的な仕組みにより認定されている施設に
営利法人による電子化された診療録等 おいては、営利法人であっても電子化さ
の外部保存と情報活用
れた診療録等を保存できるようにし、か
つ患者の利益につながるデータの解析
等により、保険医療サービスを提供でき
るようにすべきである。
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具体的事業の
実施内容

（要望理由 右下の続き）②わずか一件
だけの認定申請であるという現状から
は、参入要件自体が地方公共団体が望
む住民への医療サービスを反映してい
ないものであると考えられる。地方公共
団体や民間事業者等の自発的な立案に
より、地域の特性に応じた規制の特例を
導入するという制度の趣旨を踏まえて、
参入要件を緩和すべきである。

要望理由

その他
（特記事項）

①ａ）民間企業の有する経営のノウハウ
と資本を活用して医療サービスの効率化
と質の向上が図られると同時に、医療機
関の経営を専門家に委ねることにより、
医師が診療に専念できることになる。配
当分を確保するために、医療費の高騰を
招くとの考え方は、現在の医業経営のコ 構造改革特別区域法の改正により、株
スト構造を前提とした議論である。
式会社は、構造改革特区において、①
ｂ）営利法人による病院等の経営を認 自由診療の分野で②「高度医療」の提供
めても、実際に診療行為を行うのは国家 を目的とする医療機関を開設することが
資格を有する医師であり、医療の安全性 認められた。
や質の確保には影響がない。
また、厚生労働省告示（2004年10月１
ｃ）経営主体が非営利法人であっても、 日施行）では、株式会社が特区内で開設
不採算の医療機関が経営を継続するこ する医療機関における高度医療の範囲
とは困難である。僻地医療や緊急医療 は、ａ）高度な画像診断ｂ）高度な再生医
については、セーフティネットの観点から 療ｃ）高度な遺伝子治療ｄ）高度な美容外
別途、公的な関与が必要である。
科医療ｅ）高度な体外受精医療などと
ｄ）患者選別や過剰診療等に対する懸 なっている。
念の払拭のためには、参入規制ではな
く、現行の応召義務等の規制や、情報公
開の徹底等によって対応可能である。
ｅ）現存の企業立病院に何ら弊害が生
じていないばかりか、地域の中核病院の
役割を果たしている医療機関もある。

外部保存を幅広く認めることで、医療
施設間の連携、疾病の分析などが進
み、医療の質的向上、医療費の無駄を
省くことが可能となる。個人情報保護に
ついては、個人情報保護法が2005年４
月１日より全面施行され、医療分野につ
いては、「医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガ
イドライン」が設けられて、法的な整備は
進んでいる。適切な外部保存に必要な
技術及び運用管理能力を有することを
公正かつ中立的な仕組みにより認定さ
れている施設については、外部保存につ
いて全面解禁すべきである。

「診療録等の保存を行う場所について」
（2005年３月31日医政局長・保険局長通
知）、「民間事業者等が行う書面の保存
等における情報通信の技術の利用に関
する法律等の施行等について」（2005年
３月31日医政局長・医薬食品局長・保険
局長通知）により、電子化した診療録等
の保存場所は、病院、診療所の医療機
関、及び医療法人等が適切に管理する
場所（医師会）に加えて、行政機関が開
設したデータセンター等、及び医療機関
等が震災対策等の危機管理上の目的で
確保した安全な場所に置かれるものが
追加されたところである。しかし、営利法
人が設置したデータセンター等に保存す
ることは認められていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130097

厚生労働省

画像診断における特殊ＣＴ、特殊ＭＲＩ
については、別に厚生労働大臣が定め
特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の診
特掲診療料の施設 る施設基準に適合しているものとして
療報酬における施設基準の特定機
基準等
地方社会保険事務局長に届け出た保
能病院に対する緩和
険医療機関において行われる場合に
限り算定することとなっている。

ｃ

Ⅲ

機器の共同利用率要件は、地域の医
療機関が診療を継続しながら、大病院
等の機器を利用することによって診療
の充実を図る目的で設定されているも
のであり、紹介率等とは別の観点から
設けられているため、紹介率等をもって
共同利用率の要件を満たしているとす
ることは困難。

機器の共同利用率については、特殊Ｃ
Ｔ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の稼働率を高め
ることが目的であり、もともと稼働率の
高い特定機能病院にとって、二重の規
制がかかっている現状を配慮すべきで
ある。また、地域の医療機関における
診療の充実を図るということであるなら
ば、紹介率や逆紹介率であってもその
趣旨は十分に活かされており、それら
を共同利用率に包含することについて
は妥当であると考える。

c

Ⅲ

○検討、結論の時期を明示されたい。
○患者の医療機関等の選択に資する
医療機関情報等は、患者の受診に不
可欠な情報でもあることから、医療機関
の任意の広告ではなく、公開を義務と
すべきである。
○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130098

厚生労働省（医
療機関に関する 医療機関及び医療用医薬品に関す
広告規制の緩 る広告規制の緩和
和）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

医療法第６９条等

医療に関する広告については、利用者
保護の観点から、事実や客観的な情報
として個別に定められた事項以外は原
則として広告が禁止されている。

a

Ⅲ

医療機関に関する広告規制の緩和に
ついては、現在、社会保障審議会医療
部会において、患者・国民の選択を支
援する観点から、客観的で検証可能な
事項について、一層の拡大を行う方向
で検討中。
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患者・国民の選択を支援する観点に
立てば、幅広い情報を提供し、選択肢
を拡大することが重要である。
社会保障審議会医療部会の『医療提
供体制に関する中間まとめ』では、医療
の実績情報（アウトカム指標）につい
て、「客観性や検証可能性を確保する
ための手法の研究開発等、情報提供
の基盤整備を速やかに進めることとし、
客観的な評価の仕組みが講じられたも
のから、段階的に広告できる事項として
認めていくこととすべき」旨の整理がさ
れている。患者中心の医療に対応する
ためにも、アウトカム指標についても、
その根拠となるデータや丁寧な解説を
つけることなどを条件にして、速やかに
医療機関独自の判断で広告可能とす
べきである。

a

Ⅲ

特殊CT及び特殊MRIの算定における
機器の共同利用率要件は、地域の医
療機関が診療を継続しながら、大病院
等の機器を利用することによって診療
の充実を図る目的で設定されているも
のであり、紹介率等とは別の観点から
設けられているため、紹介率等をもって
共同利用率の要件を満たしているとす
ることは困難。また、特殊CT及び特殊
MRIは当該目的を評価する観点からも
高い評価を行っているところ。病院と診
療所の適切な機能分担及び連携を図
ることにより、医療機関の機能分化を進
め、効率的な医療提供体制を構築する
必要性からいっても、当該機器を地域
において共同利用することが重要であ
り、機器の共同利用率要件を変更する
ことは適当ではない。

患者・国民による医療機関の選択を支援す
るという観点から、現在、社会保障審議会医
療部会において、広告や医療機関情報の公
開を含めた医療機関からの積極的な情報提
供の推進について、平成１８年の医療制度
改革に向けて検討しているところである。
この検討の中では、医療機能に関する一定
の情報を都道府県に届け出て、都道府県
が、それらの情報を集積してインターネット等
でわかりやすく情報提供する枠組みの制度
化も含め検討している。
生存率や死亡率等のアウトカム情報につい
ては、
①病院ごとの患者の重症度などの違いを補
正し、比較可能なものにする手法が確立され
ていないこと、
② ①の補正がなされずに各医療機関の情
報が患者・国民に提供された場合、重症患
者の受入拒否や危険度の高い手術の回避
など、医療の提供に悪影響を及ぼすおそれ
があること
といった問題があることから、その開示のた
め、今後客観的な評価や公的な第三者によ
る評価の仕組みの整備等を進めることが必
要である。
患者・国民による医療機関の選択を支援す
るという観点から、現在、社会保障審議会医
療部会において、広告や医療機関情報の公
開を含めた医療機関からの積極的な情報提
供の推進について、平成１８年の医療制度
改革に向けて検討しているところである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130097

zA130098

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の診
療報酬における施設基準の特定機
能病院に対する緩和

厚生労働省（医
療機関に関する 医療機関及び医療用医薬品に関す
広告規制の緩 る広告規制の緩和
和）

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A038

5053A039

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

38

39

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）

特定機能病院については、診療報酬
特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の診療報酬 上の特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の施設
における施設基準の特定機能病院に対 基準（共同利用率５％）を適用除外、また
する緩和
は共同利用率の解釈を変更するなど規
制を緩和すべきである。

①大学病院等の特定機能病院の役割は
先端医療を担うことであって、特殊ＣＴ撮
影、特殊ＭＲＩ撮影は診断に多く用いられ
ており、患者が集中している現状があ
る。共同利用率の規制については、特殊
ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の稼働率を高め
ることが目的であるにもかかわらず、稼
働率の高い特定機能病院に当該規制の
適用を求めることは本来の趣旨に反す
る。②2004年11月の規制改革要望集中
受付月間における厚生労働省の回答で
は、「機器の共同利用率要件は、地域の
特殊ＣＴ撮影、特殊ＭＲＩ撮影の診療報
医療機関が診療を継続しながら、大病院
酬を請求する場合には、施設基準として
等の機器を利用することによって診療の
他の保険医療機関からの依頼による撮
充実を図る目的で設定されているもので
影の症例数（共同利用率）が、全体の
あり、（中略）紹介率等をもって共同利用
５％以上となることが要件となっている。
率の要件を満たしているとすることは困
難」とある。しかしながら、紹介率や逆紹
介率については、地域医療の充実への
貢献度合いを測る指標である。大学病院
等の特定機能病院では制度上、紹介率
30％以上が規定されていることから、こ
の基準の中に共同利用率５％が包含さ
れるとみなすことには合理性がある。
③大学病院等では、共同利用率５％の
実証が困難であるため、診療報酬の低
い単純ＣＴ撮影、単純ＭＲＩ撮影の点数で
請求されている現状がみられる。

患者中心の医療の実現に向けて、虚
偽広告や誇大広告等に関する取締り強
化や第三者的な評価機能の充実を図り
つつ、医療機関及び医薬品（特に医療用
医療機関及び医療用医薬品に関する広 医薬品）に関する広告規制を緩和すべき
告規制の緩和
である。
特に、客観的に検証可能な事項は原
則、広告可能とすべきである（例えば、検
査や画像診断の方法、導入している医
療用機器の種類など）。

①利用者が医療機関を選択する上で、
①医療機関が広告を行える内容は、医
情報公開の役割は大きく、広告規制を緩
療法第69条第１項と厚生労働省告示第
和して、サービス提供者と利用者との間
158号で定める範囲に限定されており、
の情報共有を図り、医療サービスを安心
定められている事項以外は広告しては
して受けられる環境を作る必要がある。
ならないことになっている。
患者自らが医療機関を選択しやすいよう
②医療用医薬品（医師もしくは歯科医師
にすべきである。
の処方箋が必要な医薬品）については、
②医療用医薬品については、厚生労働
医薬関係者（医師または薬剤師等）以外
省の通知により、添付文書情報が一般
の一般人を対象とした広告はできない。
消費者（患者）でも入手しやすい環境は
一般人を対象に医療用医薬品の添付文
整備されたが、内容については十分に理
書情報を製薬企業等のホームページ上
解できないことも予想される。医療用医
で公開することは可能だが、広告につい
薬品に関する情報を一般消費者（患者）
ては認められていない。
が十分入手できる体制が必要である。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130099

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（医
療用医薬品に関 医療機関及び医療用医薬品に関す
する広告規制の る広告規制の緩和
緩和）

該当法令等

薬事法第６７条

制度の現状

医療用医薬品については、医薬関係者
以外の一般人を対象とした広告はでき
ない。一般人を対象に医療用医薬品の
添付文書情報を製薬企業等のホーム
ページ上で公開することは可能だが、
広告については認められていない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

A

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

医療用医薬品は他の商品と異なり、時
に死に至る副作用があるほか、適正な
選択を誤ると適切な医療の機会を逸す
る結果にもなることから、もっぱら医師
等の専門的判断のもとに使用すべきで
あり、一般消費者への広告を制限して
いるところである。ただし、平成１７年６
月に患者を含めた国民一般に正しい理
−
解を得るための情報提供項目、内容等
を示した、「患者向医薬品ガイドの作成
要領について」を定めて通知しており、
当該要領に適合する形で作成された患
者向説明文書に関しては、医療用医薬
品の広告に該当しない取扱いとして、
患者や国民に直接情報提供を可能とし
ている。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130100

厚生労働省

医療用具の保険適用に関する取扱い
医療用具の保険適
医療用具製造承認の一部変更承
については、一部変更承認の際にも、
用等に関する取扱い
資料を添付の上保険適用希望書を提
認に伴う保険適用希望書の簡略化
について
出することとなっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅳ

医療材料の一部変更承認が行われた
場合にも、医療保険において当該材料
を新たに承認された内容に基づいて使
用することの安全性、妥当性等を逐一
審査しているため、資料の省略は認め
られない。
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厚生労働省からは、繰り返し、逐一審
査しているために資料の省略は認めら
れない旨の回答である。一部変更承認
の場合であれば、一部変更の程度に
よっては、保険適用希望書の簡略記載
や添付資料の省略などの余地があると
考える。審査の負荷軽減や迅速化の観
点を踏まえて、再検討願いたい。

c

Ⅳ

医療材料の一部変更承認が行われた
場合にも、医療保険において当該材料
を承認された内容に基づいて使用する
ことの安全性、妥当性や、当該一部変
更承認により機能区分等に変更がない
かといったことを逐一審査するため、一
連の資料の検討が必要である。なお、
医療材料の保険適用は区分B（個別評
価）で標準処理日数２０日（毎月１０日
までに申請されたものについては、翌
月１日からの適用）など、迅速に行われ
ている。むしろ、御要望のとおり添付書
類、記載事項の簡略化を行った場合、
当該事項の確認に時間を要し、保険適
用にこれまでよりも時間がかかるおそ
れがあると考えられる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130099

zA130100

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省（医
療用医薬品に関 医療機関及び医療用医薬品に関す
する広告規制の る広告規制の緩和
緩和）

厚生労働省

医療用具製造承認の一部変更承
認に伴う保険適用希望書の簡略化

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A039

5053A040

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

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）

39

患者中心の医療の実現に向けて、虚
偽広告や誇大広告等に関する取締り強
化や第三者的な評価機能の充実を図り
つつ、医療機関及び医薬品（特に医療用
医療機関及び医療用医薬品に関する広 医薬品）に関する広告規制を緩和すべき
告規制の緩和
である。
特に、客観的に検証可能な事項は原
則、広告可能とすべきである（例えば、検
査や画像診断の方法、導入している医
療用機器の種類など）。

①利用者が医療機関を選択する上で、
①医療機関が広告を行える内容は、医
情報公開の役割は大きく、広告規制を緩
療法第69条第１項と厚生労働省告示第
和して、サービス提供者と利用者との間
158号で定める範囲に限定されており、
の情報共有を図り、医療サービスを安心
定められている事項以外は広告しては
して受けられる環境を作る必要がある。
ならないことになっている。
患者自らが医療機関を選択しやすいよう
②医療用医薬品（医師もしくは歯科医師
にすべきである。
の処方箋が必要な医薬品）については、
②医療用医薬品については、厚生労働
医薬関係者（医師または薬剤師等）以外
省の通知により、添付文書情報が一般
の一般人を対象とした広告はできない。
消費者（患者）でも入手しやすい環境は
一般人を対象に医療用医薬品の添付文
整備されたが、内容については十分に理
書情報を製薬企業等のホームページ上
解できないことも予想される。医療用医
で公開することは可能だが、広告につい
薬品に関する情報を一般消費者（患者）
ては認められていない。
が十分入手できる体制が必要である。

40

一部変更が認められ、保険適用の希
望内容に変更がない場合、「保険適用希
望書」については、簡略記載の提出を認
めるべきである。
具体的には、「保険適用希望書」の備
医療用具製造承認の一部変更承認に伴
考欄に一部変更の概要と保険適用希望
う保険適用希望書の簡略化
内容の変更有無を記載するだけで受理
すべきである（ 「医療用具保険適用希望
資料」、 「類似機能区分及び類似機能区
分選定の根拠」、 「承認書の写し」 の添
付は不要もしくは簡略化）。

保険適用の希望内容に変更がない場
合、一部変更承認の内容を確認し、保険
医療用具製造承認の一部変更が認め
適用内容に変更がないことを確認できれ
られた場合、保険適用の希望内容に変
ば良いと考えられる。一連の資料添付を
更がなくても、「保険適用希望書」を提出
求める必要はなく、より迅速な審査が可
する規定となっている。
能になるように、添付資料のスリム化が
求められる。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130101

厚生労働省

在宅療養指導管理において投与する
在宅医療で使用する注射薬の追加 保険医療機関及び ことができる注射薬は、インスリン製
保険医療養担当規 剤、ヒト成長ホルモン、在宅中心静脈栄
容認
則第20条第２号 養法用輸液等、厚生労働大臣が定め
たものとされている。

ｃ

Ⅲ

在宅療養指導管理において投与する
ことができる注射薬は、効果が緩徐で
あるなど、患者が自分で使用できるも
のとして安全性が確保できるものであっ
て、それ以外の注射薬を投与する場合
には医師等の訪問診療により行われる
べきと考えている。

厚生労働省の回答は、「在宅療養指導
管理において投与することができる注
射薬は、効果が緩徐であるなど、患者
が自分で使用できるものとして安全性
が確保できるものであって、それ以外
の注射薬を投与する場合には医師等
の訪問診療により行われるべき」である
旨の繰り返しである。しかし、2005年３
月には対象注射薬として上記の見解と
は異なる新たな治療薬として２剤が追
加されている。
患者のQOLを改善するためにも、医
師の指導により、在宅で患者等に取扱
いを任せられる治療薬の範囲を拡大す
べきである。とくに、在宅中心静脈栄養
法で高カロリー輸液を投与する場合、
例えば高圧利尿剤や消化管機能異常
治療剤など併用頻度の高い治療薬に
ついては、投与可能とすべきである。

ｃ

Ⅲ

在宅療養指導管理において投与するこ
とができる注射薬は、長期にわたって
頻回の注射が必要な薬剤ごとに、利便
性の向上という利点と、病状の急変や
副作用への対応の遅れという問題点等
を総合的に勘案して認めているところで
あって、それ以外の注射薬を投与する
場合には医師等の訪問診療により行わ
れるべきと考えている。なお、本年４月
には２薬剤について在宅自己注射の対
象薬剤に追加したところであり、在宅療
養指導管理において投与することがで
きる注射薬の対象については、随時検
討を行っているところ。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

「医療法等の一部を
zA130102

厚生労働省

受託給食事業者の管理栄養業務 改正する法律の一部 病院が患者に対して行う栄養指導等の
の施行について」厚 業務は、院外の管理栄養士に委託する
における診療報酬上の評価【新規】 生労働省平成5・2・１ ことはできない。
５ 健政発98号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅳ

管理栄養士の行う栄養指導の業務は、
医療機関による医療の一環として、患
者に対する適切な医療を提供する観点
から、「チーム医療」の理念に基づき、
病院に勤務し、入院中、継続的に患者
の状態を把握している管理栄養士によ
り行われる必要があることから、病院に
おける管理栄養士の配置義務をなく
し、病院との間に雇用関係や指揮命令
の関係のない院外の管理栄養士に委
託することはできない。
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厚生労働省からは、「『チーム医療』の
理念に基づき、病院に勤務し、入院中、
継続的に患者の状態を把握している管
理栄養士により行われる必要があるこ
とから、病院における管理栄養士の配
置義務をなくし、病院との間に雇用関係
や指揮命令の関係のない院外の管理
栄養士に委託することはできない」旨の
回答である。しかし、管理栄養士の業
務はもともと医師から指示せんに基づ
いて行うものであり、雇用形態の違いに
よりその機能が異なることにはならな
い。したがって、受託給食事業者に属
する管理栄養士による栄養食事指導に
ついて、診療報酬上の評価を認めるべ
きである。
○委託を受けた受託先の管理栄養士
が病院等に駐在したとしても継続的に
患者の状況を把握することができず、
自院の管理栄養士でなければ同業務
を果たせないと考えるのか。また、雇用
関係等がないことが、同じ管理栄養士
であっても受託先の管理栄養士が同業
務を果たせないと考えているのか、明
確にされたい。

c

Ⅳ

医療機関における医療関係職種の業
務は、医師の指示や指導に基づいて行
われるものであるが、医療の提供は、
医療機関が自らの責任に基づいて行う
べきものであることから、医師の指示や
指導があることをもって、医療の提供に
ついて業務委託が可能となるものでは
ない。
また、「チーム医療」の理念や管理栄養
士の行う栄養指導の業務が患者の診
療に密接に関連することを勘案した場
合、医療機関の管理者の下で適切な医
療が提供されることを確保する観点か
らも、当該業務を院外の管理栄養士に
委託することは認められない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130101

zA130102

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

在宅医療で使用する注射薬の追加
容認

受託給食事業者の管理栄養業務
における診療報酬上の評価【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A041

5053A042

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

41

42

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）

医師の指導により、患者等に取扱いを
任せても安全性が確保できると考えられ
るもので、例えば高圧利尿剤や消化管
在宅医療で使用する注射薬の追加容認 機能異常治療剤など、中心静脈栄養法
において併用頻度の高い治療薬（注射
薬）については、患者への投与を認める
べきである。

2004年11月の規制改革要望集中受付
月間における厚生労働省の回答では、
「在宅療養指導管理において投与するこ
とができる注射薬は、効果が緩徐である
など、患者が自分で使用できるものとし
て安全性が確保できるものであって、そ
れ以外の注射薬を投与する場合には医
師等の訪問診療により行われるべき」と
なっている。しかし、2005年３月には対象
注射薬として上記の見解とは異なる新た
な治療薬が２剤追加されている。在宅医
療は入院医療に代わる医療であり、患
者のＱＯＬ（生活の質）の改善に役立つも
のとして期待されていることから、医師の
指導により患者等に取扱いを任せても安
全性が確保できると考えられる治療薬
（注射薬）の範囲については今後も拡大
すべきである。

在宅で患者が自ら行う「在宅中心静脈
栄養法」においては、高カロリー輸液の
他に、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量
元素製剤、血液凝固阻止剤に限って投
与可能であり、その他の治療薬（注射
薬）の投与は認められていない。

受託給食事業者に属する管理栄養士
受託給食事業者の管理栄養業務におけ
による栄養食事指導について、診療報
る診療報酬上の評価【新規】
酬上の評価を認めるべきである。

病院における給食業務の委託は急速
に増えており、約50％となっている。しか
し、受託給食事業者に属する管理栄養
士によるベッドサイド等での栄養食事指 食事療養受託事業者に属する管理栄
導は、診療報酬上、評価されない。その 養士が患者に対してベッドサイド等で行
ために、この点での業務効率の改善が う栄養食事指導等は、診療報酬の上で
進めにくい状況になっている。
評価されていない。
診療報酬上、評価をすることにより、受
託給食事業者が有する多くの管理栄養
士の有効活用を図ることが可能となる。
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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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130103

厚生労働省

・ 薬事法第２４条に基づき、薬局開設
者又は医薬品の販売業の許可を受け
たものでなければ、業として、医薬品の
薬事法第2条第２項、
販売等は行ってはならないとされている
第２４条、第２５条、
が、医薬部外品に関しては、薬局開設
薬事法第2条第２項
一般小売店で販売が可能な医薬部 の規定に基づき厚生 者及び医薬品の販売業の許可を受け
た者以外の者でも販売することができ
労働大臣の指定する
外品等の拡大【新規】
る。
・ 薬事法第
医薬部外品（昭和36
２条第２項に基づき「厚生労働大臣の
年２月１日厚生省告
指定する医薬部外品」として、平成11年
示第１４号）
３月に従来医薬品であった外皮用消毒
剤等が、平成16年7月に健胃薬がそれ
ぞれ医薬部外品に移行している。

C

−

・ 一般用医薬品のうち安全上特に問
題がないものについては、平成11年３
月及び平成16年7月に医薬部外品への
移行が完了しているところであり、現時
点では、これ以上医薬部外品に移行す
るものはないと考えている。

厚生労働省の回答は、「現時点では、
これ以上医薬部外品に移行するものは
ない」とのことである。しかし、常備薬切
れや夜間等における緊急の疾病時の
対応など、消費者の利便性向上という
観点から、人体に対する作用が比較的
緩和な医薬品については、定期的に
メーカーからの申請に基づき、医薬部
外品とする制度を創設することについ
て再検討願いたい。

c

−

・ 一般用医薬品については、薬理作
用等が緩和でないものか否か、及び販
売に当って専門家による情報提供が必
要か否かの観点から検討を行い、安全
上特に問題がないものについては、医
薬部外品への移行が完了しているとこ
ろであり、移行された品目以外に、リス
クが低く、安全性上特に問題がないと
いう品目はないと考えている。
・ したがって、現時点では医薬部外品
への移行は完了しており更に移行でき
る品目がないことから、定期的に医薬
部外品への移行を検討するような方法
は考えていない。

−

① 従来、希少疾病用医薬品、その他
医療上特にその必要性が高い医薬品
（重篤な疾病等を対象とする新薬で医
療の質の向上に明らかに寄与すると認
められるもの）については、優先審査の
対象とし、さらに、平成16年4月からは、
これらについて独立行政法人医薬品医
療機器総合機構（「総合機構」）による
優先的な治験相談の対象としており、
難治療性疾患の治療薬等の迅速な承
認のための措置を講じている。
② また、①の治験相談においては、
医薬品品質相談や安全性相談の区分
も設け、企業からの希望に応じて、規
格・試験方法や毒性試験等に関する指
導・助言も行っており、実質的には、承
認申請に先立った非臨床試験データの
評価等を一部行っている。
③ 総合機構では、専門職員の採用に
よる審査員の確保を図るとともに、審査
業務等の進行管理の強化や外部研修
の活用等による審査員の質の向上を
図っているところ、これらを通じて承認
の可否の最終判断を早め、審査期間の
短縮に努めていきたい。
④ 難治療性疾患の治療薬等の審査
の迅速化は重要な課題と認識してお
り、今後、審査体制の整備状況等をみ
ながら、将来的に検討することとした
い。

○「医薬部外品にこれ以上移行するも
のはない」とのことだが、検討部会等に
おいて、リスクが低く、特に安全性に問
題がないと判断されたものであっても、
医薬品とするのか。その場合、医薬部
外品との整合性がとれないと思われる
が、どう考えるか。
○今後、引き続き定期的に医薬部外品
への移行を検討するような方法は念頭
にあるのか。

薬事法第14条第5項
zA130104

厚生労働省

難治療性疾患等の治療薬等に関す 「優先審査の取扱い
について」（平成16年
る審査制度の弾力化
2月27日 薬食審査発
第0227016号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

薬事法第14条第7項の規定に基づき、
希少疾病用医薬品、その他医療上特に
その必要性が高いと認められる医薬品
については、優先的に審査を行ってい
る。
さらに、平成16年4月からは、上記医薬
品については、承認申請前の治験相談
についても優先的に実施することとして
いる。

C

−

① 従来、希少疾病用医薬品、その他
医療上特にその必要性が高い医薬品
（重篤な疾病等を対象とする新薬であっ
て医療の質の向上に明らかに寄与する
と求められるもの）については、優先審
査の対象としている。さらに、平成16年
4月からは、これらについて独立行政法
人医薬品医療機器総合機構による優
先的な治験相談の対象とすることとして
おり、難治療性の疾患の治療薬等につ
いては、その迅速な承認のための措置
を講じているところ。
② また、①の治験相談においては、
医薬品品質相談や安全性相談の区分
も設け、企業からの希望に応じて、規
格・試験方法や毒性試験等に関する指
導・助言も行っており、実質的には、承
認申請に先立った非臨床試験データの
評価等を一部行っている。
③ 医薬品医療機器総合機構では、専
門職員の採用による審査員の確保を
図るとともに、審査業務等の進行管理
の強化や外部研修の活用等による審
査員の質の向上を図っているところで
あり、これらの措置を通じて、承認の可
否の最終判断を早め、審査期間の短縮
に努めていきたい。
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○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
厚生労働省の回答には、「医薬品医療
機器総合機構では、専門職員の採用に
よる審査員の確保を図るとともに、審査
業務等の進行管理の強化や外部研修
の活用等による審査員の質の向上を
図っているところであり、これらの措置
を通じて、承認の可否の最終判断を早
め、審査期間の短縮に努めていきた
い」旨の内容が含まれている。
医薬品医療機器総合機構の発足後、
わずか一年で業務改善策を公表するな
ど初期の目的とはほど遠い状況にあ
る。難治療性疾患等の治療薬等に関し
て、審査期間の短縮に結びつくことが
期待される「先行審査制度」の導入に
ついて再検討願いたい。

c

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130103

zA130104

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

一般小売店で販売が可能な医薬部
外品等の拡大【新規】

難治療性疾患等の治療薬等に関す
る審査制度の弾力化

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A043

5053A044

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

43

44

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）

人体に対する作用が比較的緩和な医
薬品については、定期的にメーカーから
の申請に基づき、医薬部外品とする制度
一般小売店で販売が可能な医薬部外品 を創設すべきである。
等の拡大【新規】
また、医薬部外品とすることの適否に
ついては、エビデンスに基づくべきである
ことから、定期的に公の場で検討する仕
組みも併せて創設すべきである。

医薬品の一般販売業については、店
舗ごとに都道府県知事からの許可が必
要であり、薬剤師の配置義務や構造設
備が定められている。このため、一般小
売店では医薬品の販売はできない。
1999年3月31日よりドリンク剤等の15製
現状でも、ドラッグストアで売られてい 品群、2004年７月30日より健胃薬等371
る医薬品の中には、自己購入で売られ 品目が医薬品から医薬部外品へ移行さ
ているものがあり、そのような医薬品に れ、一般小売店で販売できる範囲は拡
関しては薬剤師を常設しない一般小売 大されたものの、風邪薬等消費者からの
店での販売を行っても問題はないと考え ニーズの高い医薬品は販売できない状
られる。常備薬切れや夜間等における緊 況である。 医薬部外品は「①吐きけそ
急の疾病時の対応など、消費者の利便 の他の不快感又は口臭若しくは体臭の
性が向上することから、そのような医薬 防止②あせも、ただれ等の防止③脱毛
品はメーカーの申請に基づいて医薬部 の防止、育毛又は徐毛④人又は動物の
外品とし、一般小売店で販売できる仕組 保健のためにするねずみ、はえ、蚊、の
みを設けるべきである。
み等の駆除又は防止−を目的とされて
おり、人体に対する作用が緩和な物で
あって器具器械でないもの及びこれらに
準ずる物で厚生労働大臣の指定するも
の（医薬品としての用途に使用されるこ
ともあわせて目的とされている物を除
く）」 と法律で定義されている。

難治療性の疾患の治療薬等に関する
迅速な承認のために、申請に先立ち、申
難治療性疾患等の治療薬等に関する審
請資料のうち準備のできたものから順次
査制度の弾力化
提出し、審査が受けられる「先行審査制
度」を導入すべきである。

現行の優先治験相談制度と優先審査
制度に加えて、難治療性の疾患等には、
さらに一刻も早い治療薬等の承認のた
めの仕組みが求められている。「先行審
査制度」により承認までの時間は大幅に
短縮が可能となることから、導入すること
医薬品医療機器総合機構が2004年４
が必要である。 2004年11月の規制改
月１日より発足し、優先治験相談制度と
革要望集中受付月間における厚生労働
優先審査制度が整備された。しかし、審
省の回答では、「仮に逐次提出を認めた
査案件の処理が滞るなど、必ずしも審査
としても、最終的な承認の可否の判断
期間の短縮に結びついていないことか
は、結局のところ、添付資料全体が提出
ら、2005年４月に業務改善策が公表され
された時点から開始せざるを得ないため
た。
（中略）資するところは少ない」旨の内容
である。しかし、最終的な承認の可否を
判断する前段階で、先行して提出された
資料を審査することにより、最終判断を
早めることができる余地があると考えて
おり、納得できるものではない。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130105

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

販売業における管理薬剤師の必置 薬事法第２７条にお 一般販売業の許可を受けている店舗に
いて準用する法第７ おいては、管理薬剤師の配置が必要で
規制の見直し
ある。
条

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｃ

-

・医薬品の品質管理や運送管理等は、
当該医薬品を所有する業者において行
うことが必要である。また、医薬品の回
収、廃棄などの対応が必要となった場
合には、当該医薬品を所有した業者に
おいて、措置を講ずることが必要であ
る。こうした品質管理や医薬品の回収
等を行うには、薬剤師の持つ専門知識
が必要不可欠であるため、医薬品の専
門家である薬剤師を配置しておくことが
必要である。
・医薬品は、薬理作用が緩和であるか
否かに関わらず、保管状況の悪化、容
器の破損等により、医薬品の品質及び
有効性が損なわれるおそれがある。こ
のため、医薬品の販売を行う営業所等
において、医薬品の専門家である薬剤
師を配置し、医薬品を管理する必要が
ある。

薬事法施行規則第８

zA130106

厚生労働省

第三種医療機器製造販売業｢総括 ５条第４項第１号(薬
製造販売責任者｣の資格要件緩和 事法第２条第７項、
第１７条第１項、同条
【新規】
第２項)

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

平成17年４月１日付けで施行された改
正薬事法により、新たに規定された製
造販売業の許可要件として、「総括製
造販売責任者」の設置が義務づけられ
た。一般医療機器製造販売業の「総括
製造販売責任者」の資格要件は、「旧
制中学若しくは高校又はこれと同等以
上の学校で、物理学、化学、金属学、
電気学、機械学、薬学、医学又は歯学
に関する科目を修得した後、医薬品、
医薬部外品、化粧品又は医療機器の
品質管理又は製造販売後安全管理に
関する業務に３年以上従事した者」とし
て、学歴と実務経験を求めているもの。

Ｃ

Ⅲ

医療機器は人の疾病の診断、治療もしくは予防に使用さ
れること、又は人の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼす
ことが目的とされており、それぞれの機器に期待される性能
等により事前に評価され、高度管理医療機器、管理医療機
器及び一般医療機器の分類が設けられている。実際の医
療現場では、一般医療機器であっても副作用や機能の障害
の発生は皆無ではなく、実際に発生した場合には、人の健
康に被害を与える可能性が十分考えられる。
市販後の医療機器に係る安全対策情報を収集し分析した
際、総括製造販売責任者は、被害の拡大を防止するため、
廃棄、販売の停止、回収、情報提供の措置等を速やかに決
定する能力を問われるため、学識のみでなく、経験から得ら
れる適切な措置を講ずる能力が求められるが、この能力
は、医療機器のクラス分類にかかわらず求められるもので
あって、機器のクラスに応じて経験年数を短縮すべきもので
はない。３年という期間については、従来から製造所の責任
技術者についても資格要件として定め、これにより安全対策
を講じてきたところであり、総括製造販売責任者の資格要件
としては必要な経験年数であると考えている。
なお、経験年数については、化粧品及び医薬部外品につ
いても同様の扱いとしているところである。
一方、医療機器の品質保証体制の要求規格（ＩＳＯ）におい
ては、一般的な製造機器と比較し、医療機器においては、リ
スクマネジメント、作業環境の設定、監視手順の設定、教育
訓練の実施等などが求められている。
また、従来から医療機器が薬事法上医薬品と同レベルの
安全対策が求められていることからも、一般的な製造機器
における経験を医療機器のものと同等と考えることは難し
い。
以上から、一般的な製造機器における経験や実務経験年
数の短縮化は認めることができない。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
①商社が医薬品の所有権を有すること
により、卸売一般販売業の許可が必要
な場合であっても、伝票処理など実体と
して医薬品を取り扱わないという事実
があり、また、当該医薬品が毒性もな
く、薬理作用の少ない薬剤原料であれ
ば、薬剤師の他に一定以上の専門知
識を有する者に試験等を実施し、その
合格者もその管理者として認めるべき
である。
②薬理作用が緩和な薬剤原料を扱う
場合にあっては、販売業における営業
所、倉庫等において必ずしも薬剤師の
管理下に置く必要はないと考える。

c

-

・医薬品の品質管理や運送管理等は、
当該医薬品を所有する業者において行
うことが必要である。また、医薬品の回
収、廃棄などの対応が必要となった場
合には、当該医薬品を所有した業者に
おいて、措置を講ずることが必要であ
り、伝票処理だけでなく医薬品を現実に
取り扱う可能性がある。こうした品質管
理や医薬品の回収等を行うには、薬剤
師の持つ専門知識が必要不可欠であ
るため、医薬品の専門家である薬剤師
を配置しておくことが必要である。
・医薬品は、薬理作用が緩和であって
も、保管状況の悪化、容器の破損等に
より、医薬品の品質及び有効性が損な
われるおそれがあり、この場合、回収、
廃棄等の対応が必要になる。このた
め、医薬品の販売を行う営業所等にお
いて、医薬品の専門家である薬剤師を
配置し、医薬品を管理する必要があ
る。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
人の生命･健康に影響を与える恐れが
ほとんどない一般医療機器に関わる廃
棄、販売の停止、回収、情報提供の措
置等を速やかに決定する能力について
は、管理医療機器や高度管理医療機
器の場合と比較すれば必ずしも同等レ
ベルである必要はないと考える。また、
一般医療機器の中には、市販されてい
る一般製品の性能等と同等レベルの製
品もあり、また、人体に全く触れること
が無く副作用の恐れの無いものも含ま
れている。
これらの点を踏まえれば、一般医療
機器の総括製造販売責任者の基準に
ついて、①品質管理又は製造販売後安
全管理に関する業務の経験は、「医薬
品等」に限定することなく、一般的な製
造機器における経験も認める、②業務
に従事した経験年数を短縮すべきであ
る。

c

Ⅲ

医療機器の分類に応じて総括製造販
売責任者は適切な措置を講ずる能力
が必要であり、医療機器の総括製造販
売責任者の資格要件における学歴及
び経験内容は、高度管理医療機器等と
一般医療機器との間での差別化を図っ
ているところである。
高度管理医療機器等と一般医療機器
の総括製造販売責任者では、必要な経
験内容について差を設けているところ
であるが、その経験年数は最低限必要
なものとして、医薬部外品及び化粧品
と同様の期間（３年）を定めている。経
験年数については、クラスにかかわら
ず同様のものが求められるものであっ
て、一般医療機器であることを理由に
短縮すべきものではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130105

zA130106

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

販売業における管理薬剤師の必置
規制の見直し

第三種医療機器製造販売業｢総括
製造販売責任者｣の資格要件緩和
【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A045

5053A046

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

45

46

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）

毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原
料（プロピレングリコール、グリセリン等）
販売業における管理薬剤師の必置規制 について、①商社、②販売業における営
の見直し
業所、倉庫等では、一定以上の専門知
識を有する者に試験等を実施し、その合
格者を管理者として認めるべきである。

①商社を通して薬剤を販売する場合、薬
剤自体は製造元の工場から直接顧客に
配送され、商社では伝票処理だけという
状態である。このように、毒性もなく、薬
理作用の少ない薬剤原料に関して、実
態として医薬品を取扱わず薬剤原料に
触れることのない商社などでは薬剤師の
他に一定以上の専門知識を有する者に
試験等を実施し、その合格者もその管理
者として認めるべきである。2004年11月
の規制改革要望集中受付月間における
厚生労働省の回答では、「医薬品の品
薬事法では、販売業（卸売販売業）に
質管理や運送管理等は当該医薬品を所
おいて、管理薬剤師の配置が義務付け
有する業者において行うことが必要であ
られている。
る」から、医薬品の専門家である薬剤師
を配置する必要がある旨の内容である。
毒性もなく、薬理作用の少ない薬剤原料
の場合、一定以上の専門知識を有する
者で、試験等の合格者についてもその管
理者と認める余地がある。
②販売業における営業所や倉庫等で
は、同様に、毒性もなく薬理作用の少な
い薬剤原料を扱うのであれば、必ずしも
薬剤師ではなく、一定以上の専門知識を
有する者を管理者として認めるべきであ
る。

一般医療機器の総括製造販売責任者
の基準について、
①品質管理又は製造販売後安全管理に
第三種医療機器製造販売業｢総括製造 関する業務の経験は、「医薬品等」に限
販売責任者｣の資格要件緩和【新規】
定することなく、一般的な製造機器にお
ける経験も認めるべきである。
②業務に従事した経験年数を短縮すべ
きである。

改正薬事法では、医療機器をリスクに
応じて高度管理医療機器、管理医療機
器、一般医療機器にクラス分けがされて
いる。一般医療機器の定義は、薬事法
第２条第７項において、｢副作用又は機
能の障害が生じた場合においても、人の
生命及び健康に影響を与えるおそれが
ほとんどないものとして｣指定されること
になっていることから、高度管理医療機
器（第一種）、管理医療機器（第二種）に
比べて、そのリスクは極めて小さいもの
といえる。総括製造販売責任者の要件
について、高度管理医療機器、管理医
療機器に比べ、一般医療機器（第三種）
が学歴で緩和されているのと同様に、実
務経験においても、そのリスクの違いを
考慮し要件緩和が求められる。
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2005年４月１日施行の改正薬事法によ
り、新たに規定された製造販売業の許可
要件として｢総括製造販売責任者｣の設
置が義務付けられている。一般医療機
器（第三種）製造販売業の｢総括製造販
売責任者｣の資格要件は、｢旧制中学若
しくは高校又はこれと同等以上の学校
で、物理学、化学、金属学、電気学、機
械学、薬学、医学又は歯学に関する科
目を習得した後、医薬品等の品質管理
又は製造販売後安全管理に関する業務
に３年以上従事した者」として学歴並び
に実務経験を求めている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130107

zA130108

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①については、医療機器の販売業者
は、営業所ごとに都道府県知事に許可
（高度管理医療機器の場合。法律によ
医療機器販売業における本社・本 薬事法第３９条、第３ り規定。）を受ける又は届け出（管理医
９条の３、薬事法施 療器の場合。法律により規定。）を行う ①はc
部での一括申請方式の容認等【新 行規則第１６２条、同 必要がある。②については、一定の要 ②はe
規】
規則第１７５条
件を満たす者であれば誰でも登録講習
機関となることができ、講習の開催場所
等は、各講習機関の判断で決められて
いる。

食品の機能表示制約の見直し【新
規】

薬事法第２条第１
項、第６８条、「医薬
品の範囲に関する基
準」（昭和４６年６月１
日薬発第４７６号別
紙）
健康増進法第２６条

疾病の診断、治療、予防を目的とする
旨または身体の構造・機能に影響を及
ぼす旨を表示・広告する場合は医薬品
に該当し、その商品を製造・販売するた
めには薬事法の承認・許可が必要であ
る。

①D
②E

①については、同一法人の同一県内の
複数の営業所に係る申請を、営業所と
同一県内に位置する本社が代行して作
成して提出する場合の申請の受理につ
いては各都道府県の判断による。ただ
し、フランチャイズチェーン等の場合で
複数の別法人を統括する法人が申請
者となって販売業の許可を一括申請す
ることは、営業所ごとに申請者が欠格
①はⅠ 条項に該当しないかどうか等を審査で
②は− きず、また、指導監督の最小単位として
法人ごとに指導監督する必要があるこ
とからも困難。
②については、登録講習機関は既に一
定要件を満たす者であれば誰でも登録
が可能であり、民間法人でも登録でき
る。また、講習の開催場所については、
各講習機関の判断により決められてお
り、開催場所に関する当省の規制はな
い。

−

① 疾病の診断、予防、治療を目的と
する旨や身体の構造・機能に影響を及
ぼす旨を標ぼうするものは、医薬品に
該当し、科学的に有効性、安全性等に
ついて厳密に審査した上で、薬事法の
承認・許可を受ける必要がある。医薬
品としての科学的な審査を受けることな
く、疾病に対する効能などを表示や広
告することは、品質、有効性、安全性が
確認されていないことに加え、正しい医
療を受ける機会を失わせるおそれがあ
るなど、保健衛生上の観点から認めら
れない。
臨床試験成績等の科学的な裏付けが
ある場合には、それを審査の上、品質・
有効性・安全性が確認されれば医薬品
として承認・許可され、その範囲で表
示、広告や情報提供を正しく行うことは
可能である。
また、特定保健用食品として特定の保
健の用途が期待できる旨の表示（身体
の機能や構造に影響を与え、健康の維
持増進に役立つ旨の表示を含み、疾病
の診断、治癒、予防に関する表示を除
く。）の許可を受けた場合には、その範
囲での表示や広告であれば、医薬品と
して扱われず、健康食品としてその表
示などをすることが可能である。
② なお、商品に関する企業等の関与
なしに、例えば専門家による科学的な
情報を提供することまでは、薬事法で
規制していない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

−

一般労働者派遣事業の許可・特定労働
者派遣事業の届出については、事業所
単位から事業主単位に改められて手続
きの簡素化が図られた。高度管理用機
器販売業の許可の申請、及び管理医
療機器販売業の届出についても、本
社・本部一括での許可申請、あるいは
届出を認めるべきである。
○複数県に本社営業所がまたがる場
合、本社が取りまとめ厚労大臣に一括
申請し、変更、追加があった場合も大
臣申請するなど、窓口の統一を図れな
いのか。

c

Ⅰ

事業許可申請先・届出先が厚生労働
大臣であるものについては、厚生労働
大臣宛に一括での申請が可能である
が、ご指摘の申請、届出に関しては、政
府が推進している地方分権の趣旨に
のっとり許可権限が都道府県に委譲さ
れていることから、各都道府県知事に
対して申請する必要がある。
なお、同一法人の同一県内の複数の
営業所に係る申請を、営業所と同一県
内に位置する本社が代行して作成して
提出する場合の申請の受理の取り扱い
については各都道府県の判断による。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130107

zA130108

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

医療機器販売業における本社・本
部での一括申請方式の容認等【新
規】

食品の機能表示制約の見直し【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A047

5053A048

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

47

48

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

医療機器販売業における本社・本部で
の一括申請方式の容認等【新規】

食品の機能表示制約の見直し【新規】
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

①高度管理用機器販売業の許可の申
請、及び管理医療機器販売業の届出に
ついて、本社・本部一括での許可申請、
あるいは届出を認めるべきである。
②各営業所ごとに設置が求められてい
る、販売を実地に管理させる者（管理者）
について、修了することが必要な講習会
の実施方法・状況を改善すべきである
（例えば、受講者が一定規模で集まるよ
うな場合には受講者の希望に応じた場
所で講習を開催する、講習の実施主体
そのものを民間に開放する）。

①例えば、フランチャイズチェーンにおい
て、各個店ごとに医療機器販売業の許
可申請及び届出を行う体制では、消費
高度管理医療機器の販売業又は賃貸
者の要望に迅速に応えることが困難とな
業を行う場合は、営業所ごとに都道府県
る。
知事の許可を受けることが必要である。
②設置が義務付けられている管理者の
また、管理医療機器の販売業又は賃貸
要件として修了が求められている、｢販売
業を行う場合には、営業所ごとに都道府
管理責任者講習｣については、厚生労働
県知事への届出が必要である。
大臣への登録者が行うこととなってい
いずれの場合も営業所ごとに販売を実
る。現状では、開催の頻度が少ない、ま
地に管理させるために基準に該当する
た開催場所が限定されていることなどか
者を置かなければならない。
ら、受講環境が良いとはいえない。講習
会の実施方法・状況を改善すべきであ
る。

①科学的裏付けがある場合、当該食品
の成分が持つ機能等についての表示や
広告を原則自由とすべきである。
②一定の有資格者が、国民に正確な食
品機能の情報が伝えられるように法的
根拠を早急に整備すべきである。

①食品は健康の保持増進に寄与するも
のであるが、薬事法上の規制により機能
の表示や表現が極度に制限されてい
る。科学的な根拠に基づいた適切な情
報が消費者に届けられれば、適切な商
品の選択が可能となり、健康増進の一
助になる。
②厚生労働省は、2005年２月に「国民が
さまざまな食品の機能を十分に理解でき
るよう､正確で十分な情報提供が行われ
ることが必要」であると医薬食品局長通
知を出しているが、薬剤師､管理栄養士､
ヘルスケアアドバイザー､大学等の研究
者等の栄養や健康問題の専門家であっ
ても、商品については、薬事法上の規制
により科学的根拠に基づいた説明がで
きない現状にある。食品機能の普及啓
発を進めるためには､少なくとも一定の
教育を修了した者が科学的根拠に基づ
いた範囲内で説明が早急に可能となる
ように法的根拠など環境整備を図るべき
である。

2005年２月に「条件付き特定保健用食
品」の新設等に係る省令の改正が行わ
れたものの、薬事法上の規制により、保
健機能食品として認められて限定された
表示以外は、食品や食品成分につい
て、身体の構造や機能に影響を与えるこ
とに係る表示や広告等はできない。
また、薬事法上の規制により、食品の
機能に関する情報提供は極めて困難な
状況である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130109

zA130110

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

「厚生労働大臣が定 ○利用者が、都道府県知事が指定した
める福祉用具貸与に 福祉用具貸与事業者から、厚生労働大
係る福祉用具の種 臣が定めた福祉用具の貸与を受けた
「厚生労働大臣が定める福祉用具
目」
場合、貸与費用の９割が保険から支給
貸与に係る福祉用具の種目」の拡 「厚生労働大臣が定 される。
める居宅介護福祉用 ○また、利用者が厚生労働大臣が定め
大
具購入費等の支給 た特定福祉用具を購入した場合、購入
に係る特定福祉用具 費の９割が保険から償還払いにより支
の種目」
給される。

保育士試験の受験要件緩和【新
規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

○保育士試験の受験資格については、
①学校教育法における大学（短期大学
を含む）に２年以上在学し６２単位以上
取得した者 ②高等学校を卒業し、児
童福祉施設において２年以上児童の保
護に従事した者等としている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

Ｃ

C

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

○介護保険における福祉用具について
は、対象者の身体の状況や介護の必
要度の変化等に応じて用具の交換がで
きること等から原則貸与としている。
○しかしながら、入浴、排泄に供する物
のように他人が使用したものを再利用
することに心理的抵抗感があるものに
ついては、購入としており、一定期間（1
年間）に通常要する費用を勘案して支
給限度額（１０万円）を定め、その範囲
で保険給付しており、ポータブルトイレ
も、他人が使用したものを再利用するこ
とに心理的抵抗感があるものとして購
入の対象としているところである。
○ポータブルトイレについては、技術革
新が進み、安全衛生面など一定の基準
を満たすものが多くなっているとのこと
であるが、一般的には、上記のように心
理的抵抗感が伴うものであることから、
直接接する部分以外であっても貸与に
なじむものではないと考えられる。

厚生労働省の回答では、「ポータブルト
イレについては、技術革新が進み、安
全衛生面など一定の基準を満たすもの
が多くなっているとのことであるが、一
般的には、心理的抵抗感が伴うもので
あることから、直接接する部分以外で
あっても貸与になじむものではない」旨
の指摘が行われている。しかし、心理
的抵抗感が伴うものかどうかは、利用
者の判断に委ねるべきであり、一概に
結論付けるものではないと考える。
高機能ポータブルトイレについては、
便座など肌に直接触れるものを除き、
本体部分を貸与対象品に加えること
で、利用者が望む場合、貸与を可能と
する仕組みが求められる。支給限度額
（現行10万円）の範囲内で購入できる
程度のポータブルトイレを望むか、より
高機能なポータブルトイレの貸与を望
むかの選択を利用者に認める必要が
ある。

Ⅲ

○ 保育士試験については、厚生労
働大臣が指定する保育士養成施設（入
学資格は高等学校以上を卒業した者。
指定科目の単位数（68単位）は、短期
大学の卒業に要する単位数（62単位）
を上回っており、修業年限も2年以上と
されている。）を卒業した者以外にも、
児童の保育に情熱を持つ有為の人材
を確保するため、幅広く資格取得の機
会を与えている。
○ 具体的には、①学校教育法におけ
る大学又は短期大学に2年以上在学し
62単位以上取得した者の他に、児童福
祉に関する実務経験を有する者とし
て、②高等学校を卒業し、児童福祉施
設において2年以上児童の保護に従事
した者、③中学を卒業し、児童福祉施
設において5年以上児童の保護に従事
した者、④その他厚生労働大臣が定め
る基準に従い、都道府県知事において
適当な資格を有すると認めた者に対
し、幅広く保育士試験の受験資格を認
めてきたところ。
○ 高等学校卒業後何ら児童福祉施設
における実務経験等もないままに、試
験結果のみによって、高校卒業後2年
以上の修業年限を要する保育士養成
施設を卒業した者と同一の資格を付与
することは、保育士の資質を確保する
ことができず、児童福祉の観点から適
切ではないと考える。

厚生労働省の回答では、「高等学校卒
業後何ら児童福祉施設における実務経
験等もないままに、試験結果のみに
よって、高校卒業後2年以上の修業年
限を要する保育士養成施設を卒業した
者と同一の資格を付与することは、保
育士の資質を確保することができず、
児童福祉の観点から適切ではない」旨
が指摘されている。
しかし、受験資格が短期大学卒業程
度に引き上げられた際に、保育科等の
専攻が求められているわけではなく、保
育士の資質を確保するということとの整
合性はどのように考えるのか。例えば、
独学で勉強する高等学校普通課程の
卒業者に受験する機会自体を与えない
ことの理由として納得できるものではな
い。

159/216

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅲ

○介護保険における福祉用具については、原則として貸与
としているが、ポータブルトイレなど入浴、排泄に供する物の
ように他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗
が伴うもの（特定福祉用具）については、購入の対象として
おり、一定期間（1年間）における特定福祉用具の購入に通
常要する費用を勘案して、支給限度額を１０万円としてい
る。
○高機能ポータブルトイレの本体部分を貸与の対象とする
ことで、支給限度額（現行10万円）の範囲内で一般のポータ
ブルトイレを購入するか、より高機能なポータブルトイレの貸
与を受けるかについて利用者が選択できるようにして欲しい
というご要望については、利用者の自立支援や介護保険給
付を適正に行うという考え方からも、①ご指摘の高機能ポー
タブルトイレに付加された機能が利用者の自立支援やそれ
を通じた介護負担の軽減に相当の効果を有するものかどう
か、②①を満たす前提で、これらの機能を有するポータブル
トイレの価格の状況や今後の見込みが現行の支給限度額
（１０万円）の範囲を著しく超えるものかどうか、③この場合
の利用者の心理的抵抗感、などについて、個々の福祉用具
を見て、専門家等の意見を踏まえつつ慎重に検討されるべ
きと考えており、現時点で直ちに貸与品目化を行うことは考
えていない。
○なお、介護保険における福祉用具のあり方全般について
は、学識経験者や実務者等で構成する介護保険福祉用具・
住宅改修評価検討会等において意見を聞き、検討していく
ところである。

Ⅲ

○保育サービスの水準の向上を図っていくためには、保育
士の資質を向上させていく必要がある。保育士試験につい
ては、保育士養成施設を卒業した者以外にも、児童の保育
に情熱を持つ有為の人材を確保するため、幅広く資格取得
の機会を与えようとするもの。保育士資格取得者の9割程度
を占める保育士養成施設の卒業者が、短期大学相当の修
学年限・科目数を課されていることに照らせば、保育士試験
の受験要件についても、原則として、学校教育法における大
学又は短期大学に2年以上在学し62単位以上取得すること
との学歴要件が必要としているところ。一方で、児童の保育
に情熱を持つ有為の人材を排除しないため、①高等学校を
卒業し、児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事
した者、②中学を卒業し、児童福祉施設において5年以上児
童の保護に従事した者等にも受験資格を認めているところ。
高等学校卒業後何ら児童福祉施設における実務経験等も
ないままに、試験結果のみによって、高校卒業後2年以上の
修業年限を要する保育士養成施設を卒業した者と同一の資
格を付与することは適切ではないと考える。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130109

zA130110

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

「厚生労働大臣が定める福祉用具
貸与に係る福祉用具の種目」の拡
大

保育士試験の受験要件緩和【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A049

5053A050

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

49

50

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

安全衛生面など一定の基準を満たす
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与 高機能ポータブルトイレについては、便
に係る福祉用具の種目」の拡大
座など肌に直接触れるものを除き、本体
部分は貸与対象品にすべきである。

保育士試験の受験要件緩和【新規】
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保育士試験について、高等学校卒業
程度又はこれと同等以上の資格を有す
る者であれば受験を認めるべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

福祉用具について、入浴、排泄に供す
るものは再利用することに心理的抵抗感
があるとして購入対象としているが、一
定の安全衛生基準を満たすことで使用
者の心理的な抵抗感をなくすことが可能
であると考える。ポータブルトイレは、近
年、技術革新が進み、防臭機能や水洗
式でシャワー洗浄機能が付加されるなど
清潔なものが販売されるようになってい
る。快適なトイレ環境は、ＱＯＬ（生活の
質）を保つ上で重要である。 高機能ポー
タブルトイレについて、便座など肌に直
接触れるものを除き、本体部分を貸与対
象品に加えることで、利用者が望む場合
には、貸与を可能とする仕組みが求めら
れる。支給限度額（現行10万円）の範囲
内で購入できる程度のポータブルトイレ
を望むか、より高機能なポータブルトイレ
の貸与を望むかの選択を利用者に認め
る必要があると考える。また、副次効果
として、トイレのリフォーム費用など他の
介護費用の削減にも資することが期待さ
れる。

介護保険では、貸与対象として12種
類、購入対象として５種類の福祉用具を
定めている。人の肌に直接触れるなど再
利用することに心理的抵抗感がある福
祉用具は、貸与対象品（レンタル）ではな
く購入対象品としており、ポータブルトイ
レは購入対象品に該当している。

女性の社会進出の進展に支えられ、都
市部を中心に保育所等が急速に整備さ
れており、保育サービスを担う保育士（保
育士資格を持つ者）の確保が重要となっ
ている。しかし、改正により、1991年４月
１日以降、高等学校の普通課程を卒業し
ただけでは保育士試験を受験することが
できなくなり、実態として保育士への道が 保育士試験の受験資格は、1988年の
閉ざされている。受験資格が短期大学卒 改正により、高等学校卒業程度から短期
業程度に引き上げられたものの、保育科 大学卒業程度に引き上げられた。1991
等の専攻が求められているわけではな 年４月１日以降、高等学校の普通課程を
いことから、例えば、独学で勉強する高 卒業しただけでは保育士試験を受けら
等学校普通課程の卒業者に受験する機 れなくなった（1996年３月31日までに高
会自体を与えないことは問題である。ま 等学校保育科を卒業した者については
た、保育士という職種は、特に若年女性 特例が認められている）。
に人気が高く、子育てを終えた専業主婦
のなかにも、いままでの育児経験をいか
して保育士として再就職したいと考えて
いる者がいる。有望な就職先・再就職先
を得る機会を奪うことにもなりかねないこ
とから、現行の受験資格について、早急
な見直しが必要である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130111

zA130112

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の掛金の拠出時期
の弾力化【新規】

該当法令等

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金の掛金は、翌月の末日
までに拠出することとされている。

中小企業退職金共
済法第８条、第17条
中小企業退職金共済制度から確定 確定拠出年金法第 中小企業退職金共済制度から確定拠
54条
出年金制度への移行は認められてい
拠出年金への移行の容認【新規】
確定拠出年金法施 ない。
行令第22条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

ｂ

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

資金があるときにまとめて拠出すること
は貯蓄と変わらなくなることから、長期
に渡る納付の猶予を認めることは困
難。

猶予期間が長期に渡る場合は、貯蓄と
の違いが曖昧になるが、最大12ヶ月程
度の猶予であれば、一定の制限がかか
ることから、貯蓄との違いは確保され
る。
少なくとも翌々月に2カ月分を納付でき
るような拠出の弾力的な運用を認め、
制度運営の円滑化を促進すべきであ
る。

Ⅰ

高齢社会が進展する中、企業における
退職金・企業年金制度について社会の
関心が高まる一方、働き方の多様化、
企業の吸収・合併等経済社会の変化へ
の対応としてポータビリティの拡充など
制度の充実が求められており、このよう
な現状を踏まえ、中小企業退職金共済
制度から確定拠出年金制度への移行
を認めることについては、中小企業の
実態等をみつつ、勤労者の福祉の向上
等の観点から、今後、検討していきたい
と考えている。

確定拠出年金の中小企業への導入を
活発化させるためにも必要な措置であ
る。今後の具体的な検討スケジュール
を示されたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

b

Ⅰ

長期に渡らない拠出の弾力的な運用に
ついては、次期制度改正時に検討（確
定拠出年金法附則において、施行（平
成13年10月）後5年を経過した場合にお
いて、必要があると認めるときは検討を
加え、必要な措置を講ずる旨の検討規
定が置かれている）するが、具体的に
は今後の検討によるので現時点で確定
することは困難である。

Ⅰ

勤労者の福祉の向上等の観点から、平
成17年度中に中小企業等に関する調
査を実施することとしており、その結果
等を踏まえ、遅くとも平成18年度中に検
討を開始する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130111

zA130112

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定拠出年金の掛金の拠出時期
の弾力化【新規】

中小企業退職金共済制度から確定
拠出年金への移行の容認【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A056

5053A059

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

56

①特段の事情によって拠出が翌月にで
きなかった場合でも、労使の合意があれ
ば、次回に２カ月分を納付する等の遅れ
た拠出を認める弾力的運用とすべきであ
る。
確定拠出年金の掛金の拠出時期の弾力
②さらに、事情により翌々月に２カ月分を
化【新規】
納付できない場合、遡及して拠出対象と
する場合などが想定されるため、１加入
者について12カ月分の拠出額を超えな
い範囲でキャリーオーバーを認めるべき
である。

①掛金の拠出については、事業主にとっ
て毎月の事務負担が過大であり、何らか
の理由で翌月末に納付できないことが起
こり得る。次回以降の追加拠出が認めら
れなければ、結果として、給与で支払わ
れる可能性が高く、所得税や社会保険
料の対象となってしまうため加入者の手
取額が減少してしまう。一方、手違いに
よる過剰拠出の場合には過剰分を返金
させることができるということもあり、拠出
洩れもしくは過少拠出による不足分の追
加拠出が認められていないのはバラン
スを欠いている。確定給付企業年金、厚
生年金基金では遡っての修正が認めら
れているように、確定拠出年金において
も同様の措置が図られるべきである。②
また、①に加えて、遡及して拠出対象と
するなどの人事的措置も想定されること
から、加入者について年度で12ヵ月を超
えない範囲でキャリーオーバーを認める
べきである。

企業型確定拠出年金において、事業
主は、毎月の事業主掛金を翌月末日ま
でに資産管理機関に納付しなければな
らない。何らかの理由により拠出できな
かった場合は、労使の合意によって「給
与として加入者に支払う等」の拠出以外
の補填措置がとられることとなる。現実
的には、月末の入社、新規事業所設立
など、事務的に対応しきれない場合があ
る。

59

中小企業退職金共済制度の解約手当
中小企業退職金共済制度から確定拠出
金を被共済者に返還せず、移換できる対
年金への移行の容認【新規】
象に確定拠出年金も加えるべきである。

確定拠出年金の導入状況をみても適
格退職年金からの資産移換が2005年２
中小企業退職金共済制度から確定拠
月末で50％を超えており、中小企業退職
出年金への解約手当金の移換は認めら
金共済契約からの移換が可能となれば
れていない。
さらに確定拠出年金の導入は促進され
る。
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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）

管理コード

zA130113

zA130114

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

確定給付企業年金における加入資 確定給付企業年金 加入者資格は、労使合意により規約で
定めることが可（確定給付企業年金法
法
格の弾力化
第２６条）。

確定給付企業年金における老齢給 確定給付企業年金 老齢給付支給開始要件は、法令に定
付金の給付額等の支給弾力化【新 法施行規則第４６ めのある事項を満たす限り、規約で定
条、第５８条
めることとなっている。
規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

①d
②c

Ⅰ

確定給付企業年金は、従業員の老後
の生活の安定を図るために支給する年
金制度であり、加入者資格、待期期間
は、支給要件の判定又は給付額の算
定基礎として重要な役割を果たす加入
者期間に影響を及ぼすものであること
から、緩和することはできない。

①加入者期間から休職期間を除いた
期間を「給付算定期間」として定め、そ
れを基に給付額を計算することは可
能。
Ⅰ、Ⅱ
②確定給付企業年金法は、年金に重
点を置いた法律であり、「一時金＞年
金」となるような取扱いは認められな
い。

163/216

その他

当室からの
再検討要請

平成24年までの適格退職年金からの
円滑な意向を促進するためにも、社会
通念上妥当な範囲（退職一時金制度、
適格退職年金制度への準拠を目途）で
の労使合意に基づく、加入資格の設定
を可能とすべきである。

①給付額の計算のための給付算定期間では、休職期間を
除いた期間とする取扱が認められているが、支給要件の加
入者期間では、休職期間を除いた期間とする取扱いが認め
られていない。そのため、支給要件と給付額計算で加入者
期間の取扱が相違し、事業主の労働協約等と異なる取扱い
をする必要等が生じている。休職期間を除いた期間とするこ
とは、合理的な理由があると考えられるため企業等の事態
に促した制度設計を可能とすべく、要望に沿った検討をお願
いしたい。
②本要望は「一時金＞年金」となる取扱の容認を主旨とする
ものではない。現状、脱退一時金と老齢給付金の現価相当
額との比較時期が脱退時点とされており、現価相当額は厚
生労働大臣の定める率で割り引かれた上で脱退一時金と
比較される取扱となっている。そのため「脱退一時金≧老齢
給付金の現価相当額」の要件を確保するため、脱退一時金
の繰り下げ乗率はゼロでも可とされているにもかかわらず、
実態上は付利をせざるを得ない取扱となっている。こうした
制約は、特に今後、本格化する適格退職年金からの移行に
おいて大きな阻害要因となることが懸念されるため、脱退一
時金と老齢給付金の現価相当額との比較時期を適格退職
年金と同様、支給開始時点とする取扱を要望するものであ
る。こうした主旨をご理解の上、改めて要望に沿った検討を
お願いしたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

①d
②c

Ⅰ

確定給付企業年金は、従業員の老後
の生活の安定を図るため、受給権保護
等を図る観点から、労使の自主性を尊
重しつつ、統一的な枠組を設定してい
るものであり、加入者資格について緩
和することはできない。

①加入者期間から休職期間を除くこと
も可能である。
②貴見を認めると、一時金をもらって自
ら運用した方が有利となり、年金より一
Ⅰ、Ⅱ
時金を奨励する結果となる。確定給付
業年金法は、年金に重点を置いた法律
であり、そのような取り扱いは認められ
ない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130113

zA130114

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における加入資
格の弾力化

確定給付企業年金における老齢給
付金の給付額等の支給弾力化【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A061

5053A065

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

61

65

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

確定給付企業年金について、勤続条
確定給付企業年金における加入資格の 件が５年以上の場合でも、年齢条件が
弾力化
30歳以上の場合でも、加入資格を付与し
ないことを可能とすべきである。

①加入期間から労働協約等に規定する
休職期間を控除する取扱いを可能とす
べきである。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の要
確定給付企業年金における老齢給付金
件を満たす者に支給する脱退一時金の
の給付額等の支給弾力化【新規】
額について、老齢給付金の受給権者に
なったときに支給する給付の現価相当額
と支給開始時点で比較する取扱いとす
べきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

実施中の退職一時金制度や適格退職
年金制度に合わせた柔軟な制度設計を
認めることで、制度間の円滑な移行を促
進し、公的年金を補完する役割を担う各
企業年金制度の普及、拡充への基盤整
備を図ることになる。

適格退職年金では、加入待機期間の
設定を弾力的に行うことが可能だが、確
定給付企業年金については、５年を超え
る勤続条件や30歳を超える年齢条件を
加入資格の要件として定めてはならない
ことになっている。

①資格喪失により加入期間から休職期
間の控除は可能ではあるが、受給権の
発生等が伴うため、取扱いの緩和により
複雑な制度運営の負担の緩和を図るこ
とができる。
②老齢給付金の支給年齢要件以外の要
件を満たす者に支給する脱退一時金を
繰下げする際に、付利は要件とされてい
ないため、取扱いの緩和により適格退職
年金など企業の退職金制度からの円滑
な移行を促すことが期待できる。

①加入期間について、休職は資格喪失
の取扱となり、脱退手続をとることになる
が、加入年数によって、受給権が発生し
てしまうことになる。現状は、復職時に再
加入させ、従前の受給権を失権させたう
えで、休職前期間を通算することとして
いる。②脱退一時金の額について、老齢
給付金の支給年齢要件以外の要件を満
たす者に支給する脱退一時金の額は、
その者が老齢給付金の受給権者になっ
たときに支給する給付の現価相当額を
上回らないこととされているが、その比較
時点が脱退時点とされ、実態として繰下
げに伴う付利が必要となっている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130115

zA130116

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

厚生労働省

確定給付企業年金における企業年 確定給付企業年金 確定給付企業年金法における解散時
の残余財産の分配は解散時における
金解散時の残余財産の分配基準 法施行令第56条、第 各人の「最低積立基準額」の比率に応
57条
の改定【新規】
じて分配することとされている。

厚生労働省

厚生年金基金の代行返上の際の基
本部分の上乗せ部分については、確定
給付企業年金に移行後（あるいは移行
と同時に）確定給付企業年金の基準に
厚生年金保険法第 則って給付設計の変更をして一時金の
130条
選択肢を設けるといったことは可能。た
確定給付企業年金 だし、年金の受給資格を有する者が一
法第29条
時金で受給するかどうかは基本的には
本人の選択。また、過去期間分が確保
されたとしても、将来期間も含めてみた
場合に給付減額となるのであれば、給
付減額の手続が必要。

厚生年金基金の代行返上に伴う基
本部分の上乗せ部分の一時金清
算の容認

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

現時点では確定給付企業年金におけ
る企業年金解散時の残余財産の分配
基準を改定することは考えていない。

加入者及び受給者等の受給権保護と
いう観点から、厚生年金基金や確定給
付企業年金においては、約束した給付
を確実に支給することが大原則であり、
厚生年金基金時代に約束した給付を、
Ⅰ〜Ⅳ 代行返上後は、代行部分以外継続する
ことを基本とする制度としている。
従って、本人の同意なしに、受給者の
不利益になりうる一律一時金清算する
という取扱いを認めることは適切ではな
いと考えている。
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その他

当室からの
再検討要請

「改定することは考えていない」とする
理由を示されたい。
また、要望理由にあるとおり、残余財産
の分配基準が硬直的であるため、分配
額が脱退時の予定利率に左右されてし
まう。脱退時期に左右されないよう脱退
者間の公平性を保つためには、従前の
一時金原資を保証することがわかりや
すい。労使合意に基づく分配方法を
個々の実施企業が実情に即して定め
ればよいが、法においては現状に見
合った分配方法の選択肢を準備すべき
である。

いわゆる薄皮部分については、年金原
資としては少額であるため年金支給額
と等価な一時金で一律に清算すること
が受給者の不利益になるとまではいえ
ない。企業の事務的な負担は重く、再
検討願いたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅱ

本来、制度の解散時には、老齢給付金
の受給権者には当該老齢給付金の現
価相当額を、脱退一時金の受給権者に
は脱退一時金相当額を保証すべきであ
る。よって、残余財産の分配にあたって
は、各人の「最低積立基準額」の比率
に応じた分配としている。一時金原資
の保証とする取り扱いは適切でなく、考
えていない。

加入者及び受給者等の受給権保護と
いう観点から、厚生年金基金や確定給
付企業年金においては、約束した給付
を確実に支給することが大原則であり、
厚生年金基金時代に約束した給付を、
Ⅰ〜Ⅳ 代行返上後は、代行部分以外継続する
ことを基本とする制度としている。
従って、本人の同意なしに、受給者の
不利益になりうる一律一時金清算する
という取扱いを認めることは適切ではな
いと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130115

zA130116

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

確定給付企業年金における企業年
金解散時の残余財産の分配基準
の改定【新規】

厚生年金基金の代行返上に伴う基
本部分の上乗せ部分の一時金清
算の容認

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A071

5053A074

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

71

74

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）

まず一次的には年金残元本額基準の
分配を行い、更に残余財産がある場合
に「最低積立基準額」基準による追加分
配を行うことができるようにすべきである
確定給付企業年金における企業年金解 （通常、年金残元本額＝保証期間前死
散時の残余財産の分配基準の改定【新 亡時の遺族一時金）。
規】
具体的には、確定給付企業年金法施
行令第57条第１項第２号ロにある積立基
準額、年金残元本額もしくはその他合理
的な方法として、労使合意に基づく分配
方法を可能とすべきである。

確定給付企業年金法における企業年
金はその大半が退職金の一部又は全額
を年金選択したものであり、受給者に
とっては解散時にその元本分がまず還っ
てくるかどうかが重要である。現法基準
では元本からの計算ではなく年金額や
終身か有期かが基準となる算式である
ため、給付利率その他の条件が変更に
なると、受給者間でも利率の相違で「最
低積立基準額」と一時金原資の乖離度
が異なってくる。したがって、「最低積立
基準額」基準による分配は必ずしも公平
とはいえず、受給者の既得権を保証する
ためには従前の一時金原資を保証する
ことが最も合理的である。更に残余財産
がある場合に「最低積立基準額」基準に
よる追加分配を行えば最も公平と思わ
れる。

確定給付企業年金法における解散時
の残余財産の分配は解散時における各
人の「最低積立基準額」の比率に応じて
分配することとされている。これは同一
の給付利率の元においては公平な分配
方法といえるが、近年のように各年金基
金や適格年金で給付条件の変更が生じ
ている場合には、給付利率が高くまた終
身年金であるなどの旧条件の受給者に
有利となる算式であるため、残余財産額
が十分でない場合は不公平な分配とな
る。

基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部
分については、年金支給額と経済的に
厚生年金基金の代行返上に伴う基本部 等価な一時金（財政上の予定利率によ
分の上乗せ部分の一時金清算の容認 る過去分の給付現価）を支給する仕組み
を設けるならば、一律に一時金による清
算を認めるべきである。

基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部
分については、選択による一時金給付
の仕組みが設けられているが、一時金
給付を選択しない者が残り続ける限り、
事務的な負担は極めて重い。
また、受給者等にとっても、年金として
支給を受けることが必ずしもプラスでな
い面もあり、一律に一時金給付を行った
としても、必ずしも不当な扱いになるとは
言えない。

代行返上し、新型企業年金に移行した
場合、受給（権）者の基本部分の上乗せ
（いわゆる薄皮）部分については、選択
による一時金支給（清算）が認められて
いるが、一律に一時金による清算が認
められていない。
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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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130117

厚生労働省

任意継続被保険者制度の見直し

任意継続被保険者の資格取得要件
健康保険法第３条第 は、資格喪失の日の前日まで継続して
４項
２月以上被保険者であったものとしてい
る。

c

Ⅰ

任意継続被保険者に対して支払われ
る傷病手当金は、業務外の事由により
労務不能となった場合に、労務不能期
間中の生活保障として支給される一
方、雇用保険制度における失業給付金
は、働く意思と能力がある者に対して、
再就職するまでの生活の安定を図り、
その援助を行うことなどを目的とするも
のであり、両制度の趣旨は異なるもの
であり、また、失業給付金の受給期間
中は、保険料を支払う必要はないが、
傷病手当金の受給期間中は保険料を
納付しているなどの差異があり、同列
に論ずることはできない。

現在、社会保障制度の一体的改革に
向けて検討が行われており、改革に際
し、負担者や利用者からみた制度の
「分かりやすさ」「公平性」「納得性」につ
いては、不可欠の要素である。例えば、
重複給付は公的な給付範囲を見直し、
調整する必要があり、また、不合理な
制度であれば見直すべきである。
厚生労働省からは、傷病手当金と失
業給付金とは制度趣旨が異なり、同列
に論ずることはできない旨の回答であ
る。傷病により労働不能であるとか、働
く能力と意思があるとか、そういったこと
の比較を求めているのではなく、給付
の目的を考えるべきである。いずれの
場合も、一定期間にわたり所得を保障
して生活を支えるという役割を考えれ
ば、制度間の不均衡を論じることには、
妥当性があると考える。

c

Ⅰ

ご指摘のように傷病手当金には、一
定期間にわたり所得を保障して生活を
支えるという役割もあるが、両制度の趣
旨は異なるものであることから、健康保
険制度においては、退職者保護の観点
から資格取得要件を設定しているとこ
ろである。

b

Ⅰ

次期医療保険制度改革において措置
すべく、現在検討を進めているところで
ある。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130118

厚生労働省

特例退職被保険者制度の資格喪
失要件の緩和

特例退職被保険者資格喪失要件は、
①老人保健法の規定による医療を受け
ることができるに至ったとき、②国民健
康保険法第８条の２第１項に規定する
退職被保険者であるべきものに該当し
なくなった時である。また、保険料は、
健康保険法附則第３
その退職被保険組合が管掌する特例
条
退職被保険者以外の全被保険者の前
年の標準報酬月額を平均した額と、前
年の全被保険者の標準報酬月額を平
均した額の１２分の１に相当する額との
合算額の２分の１に相当する範囲内で
規約で定めた額である。

b

Ⅰ

現在、社会保障審議会医療保険部
会において、現行の退職者医療制度を
廃止し、新しい高齢者医療制度を設け
ることを検討しており、特例退職者医療
制度についても、その在り方について
検討することとしているところである。

総報酬制の導入や老人保健制度の加
入年齢引上げは、特退制度の加入者
の加入後に行われており、加入時点で
説明ができていない。また、それらは特
退制度加入者にとって想定できない制
度変更であることから、加入者本人に
過重な負担になっている現状を踏まえ
て、新しい高齢者医療制度の創設を待
つことなく制度見直しを行う必要があ
る。特退制度については、一定の要件
を満たせば、自己都合による資格喪失
を認めるべきである。
○現時点の検討の方向性、検討、結論
の時期を示されたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130117

zA130118

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

任意継続被保険者制度の見直し

特例退職被保険者制度の資格喪
失要件の緩和

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A075

5053A076

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

75

任意継続被保険者制度の見直し

①被用者保険の給付率が統一されたこ
とで制度間の差がなくなり、任意継続被
保険者制度の意義が薄れている。同制
度は、退職者保護の例外措置として、申
請により暫定的に被保険者になることを
認めるものであり、仮に、申請しなけれ
ば、国民健康保険の被保険者となる道も
開かれている。
②昨年11月の規制改革要望集中受付月
間において厚生労働省からは、医療保
険と雇用保険とは制度趣旨が異なり、制
度間の不均衡を論ずることは適当では
ない旨の回答があった。
しかし、傷病手当金は医療保険の中で
所得保障の役割を担っており、その点
で、労働者が失業した場合の所得保障
である雇用保険制度と比較することは適
当である。資格取得要件について、制度
間の不均衡を論じるべきである（雇用保
険では、算定対象期間に通算して６カ月
以上の被保険者期間が必要）。
また、２カ月の被保険者期間でありなが
ら、最長１年６カ月の間、傷病手当金が
受給できる現行制度自体が、不合理で
あると考える。
③現行制度を維持するための事務処理
負担等が、健保組合の運営を圧迫して
いることから、見直しが求められる。

継続して被保険者期間２カ月以上の者
が資格喪失後、保険者に申し出ることで
最長２年間、任意継続被保険者として資
格が継続される。
現行制度では特に、被保険者期間が２
カ月であるにもかかわらず、最長１年６カ
月の間、傷病手当金が受給可能である
など、合理的でない枠組みになってい
る。

76

昨年11月の規制改革要望集中受付月
間における厚生労働省の回答では、「退
職時に保険料負担額、付加給付の有無
などを勘案した上で、（中略）被用者保険
に残ることを自ら選択しており、自己都
合による資格喪失は認められない」との
ことである。しかし、総報酬制の導入や
現行の資格喪失要件に次の項目を加
老人保健制度の加入年齢引上げは、特
えるべきである。
（要望理由 右下の続き）
退制度加入者にとって想定できない制度
①特退制度加入者の保険料が、年間収 ②2002年10月以前の既加入者は、最長 変更であり、加入者本人に過重な負担を
入の1000分の95を超える場合には、本 でも70歳到達まで継続するとの制度説 求める結果を生じている。次の場合な
特例退職被保険者制度の資格喪失要件
人からの申出により資格喪失を認めるこ 明を前提に加入している。したがって、 ど、一定の要件を満たす場合には、自己
の緩和
と
2002年10月以前の既加入者について
都合による資格喪失を認める必要があ
②2002年10月までの特退制度加入者に は、70歳到達時に資格喪失か継続加入 ると考える。①保険料は、規約により一
対しては、70歳到達時点で資格喪失もし の選択権を与える必要がある。
律の設定をしているが、一定の範囲内で
くは継続加入の手続きを認めること
あれば規約により減額することも認めら
れている。しかし、一般被保険者の保険
料負担上限が、健康保険法で1000分の
95になっているのに対して、特退制度加
入者の年収に差があることから、年金受
給額の少ない場合、1000分の120という
事例もあり、国保制度との負担の整合性
が図られていない状況がある。

特例退職被保険者制度（以下、特退制
度という）においては、ａ）死亡、ｂ）再就
職、ｃ）被扶養者資格を満たしたとき、ｄ）
海外に移住したとき、ｅ）生活保護を受給
したとき、ｆ）老人保健制度に加入したとき
などの事由以外に、脱退できない。
また、保険料は、加入健保の全被保険
者（除、特例退職被保険者）における前
年の標準報酬月額の平均額等の範囲内
で規約により定めることができる。
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任意継続被保険者の資格取得要件に
ついて、喪失の日以前１年間に通算して
６カ月以上の被保険者期間とすべきであ
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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130119

厚生労働省

「健康保険組合の事
新規事業所編入（同一健保組合内 業所編入について」
（平成１４年３月２２
事業所における会社設立）に関す
日保発第３２２００３
る規約変更の緩和
号）

健康保険組合の事業所編入について
は、「健康保険組合の事業所編入につ
いて」（平成１４年３月２２日保発第３２２
００３号）により、企業経営の実情に適
合するように規制緩和しているところで
ある。

c

Ⅳ

健康保険組合は、円滑に公的医療保
険の運営を行うため、加入事業所には
同一の企業や業種といった一定の共通
基盤を求めているが、当該要件を満た
しているかどうか確認する必要があるこ
とから、認可を必要とすることとしてお
り、届出事項とすることは困難である。

厚生労働省の回答には、「健康保険組
合は、円滑に公的医療保険の運営を行
うため、加入事業所には同一の企業や
業種といった一定の共通基盤を求めて
いる」旨の指摘があるが、今般の医療
制度改革では、異業種の健保組合の
受け皿になる地域型健保組合の創設
について検討が進められるなど柔軟な
対応が求められている。
同一健保組合における会社設立の場
合、資本関係や役員構成など共通基盤
を有すると認められる一定の要件を満
たすならば、届出を認める余地がある
と考えるので、再検討願いたい。

c

Ⅳ

ご指摘のような同一健保組合におけ
る会社設立の場合、資本関係や役員
構成などの共通基盤の有無について
確認する必要があることから認可を必
要とすることとしており、届出事項とす
ることは困難である。

Ⅲ

被保険者証への事業所の名称・所在
地の記載については、医療機関におい
て疾病又は負傷が業務上か業務外か
事業所に確認する必要があること等の
理由から求めており、省略することは困
難である。
なお、再発行による費用の負担が重
い場合は、当該部分をシール等で修正
することなどが考えられる。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。

zA130120

厚生労働省

健康保険被保険者証(カード保険
証）の券面表示の見直し【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

健康保険被保険者証には、事業所の
名称及び所在地を記載することとなっ
健康保険法施行規
ており、これに変更があったときは、遅
則第４８条
滞なく被保険者証を保険者に提出しな
ければならない。

c

Ⅲ

被保険者証への事業所の名称・所在
地の記載については、医療機関におい
て疾病又は負傷が業務上か業務外か
事業所に確認する必要があること等の
理由から求めており、省略することは困
難である。
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厚生労働省からは、「被保険者証への
事業所の名称・所在地の記載について
は、医療機関において疾病又は負傷が
業務上か業務外か事業所に確認する
必要があること等の理由から求めてお
り、省略することは困難である」旨の回
答である。
しかし、医療機関が労災かどうかを確
認するにあたっては、被保険者、付添
者、健保組合等に、勤務先を確認する
のが通例であることから、被保険者証
の記載として、事業所の名称・所在地
が必要となるような緊急性の高い場合
などは極めて稀であると考える。現行
の規制は、その再発行費用等を勘案す
ると、過剰なものと言わざるを得ず、ＩＣ
カード保険証の券面表示については見
直すべきである。

c

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130119

zA130120

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

新規事業所編入（同一健保組合内
事業所における会社設立）に関す
る規約変更の緩和

健康保険被保険者証(カード保険
証）の券面表示の見直し【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A077

5053A078

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

77

78

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

当該健保組合に既に加入している事業
所が、会社設立により新規に編入する場
新規事業所編入（同一健保組合内事業 合は、厚生労働大臣の認可を要しないこ
所における会社設立）に関する規約変更 とに変更すべきである（認可事項から届
の緩和
出事項への変更）。
また、添付書類は簡素化を図るべきで
ある。

健康保険被保険者証(カード保険証）の
券面表示の見直し【新規】
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ＩＣカード保険証の券面表示について
は、次の内容で印字することを可能とす
べきである。
①記 号：編入事業所の固有番号→全
事業所の共通番号
②名 称：編入事業所の固有名詞→○
○健康保険組合加入事業所
③所在地：編入事業所の所在地→○○
健保所在地

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

2004年11月の規制改革要望集中受付
月間において厚生労働省からは、「健康
保険組合は、（中略）加入事業所には同
一の企業や業種といった一定の共通基
盤を求めており、当該健保組合に既に加
入している事業であっても、会社設立に
より新たに加入する場合にあっては、共
通の基盤があるかどうか明らかでないこ
とから認可を求めている」旨の回答が
あった。
①同一健保組合における会社設立の場
合、資本関係や役員構成など共通基盤
を有すると認められる一定の要件を満た
すならば、届出を認める余地がある。
②企業は国際競争力を維持するため、
機動的な組織再編を行っており、それに
伴って、健保組合への設立事業所の編
入・統合が必要となる。とりわけ、同一健
保組合における会社設立については、
認可の前提となる登記簿等（登記簿謄
本、株主名簿、出資証明書、役員名簿、
定款）の準備の都合上、設立後に認可
申請せざるを得ないことから、被保険者
への被保険者証交付の遅れなどが生
じ、多大な迷惑をかける状況にある。
健保組合の認可手続きの負担が、企
業の柔軟な組織再編の妨げとならない
ようにすることが求められている。

健康保険組合の規約に関して、健康保
険法施行規則第５条第２項に規定されて
いる事項（設立事業所の増加または減
少）を行う場合には、厚生労働大臣の認
可を要するとされている。

健保組合では、被保険者番号により全
ての被保険者に係わる情報をシステム
管理し、また、被保険者番号の取り扱い
は、当該健保加入時に発番した番号を
資格喪失するまで継続使用している場
合がある。この場合には、当該健保内事
業所間を人事異動しても、①事業所記
号、②事業所名、③事業所所在地は、
データベースでシステム管理され、事由
発生時に更新している。 現行の規制で
は人事異動の都度、カード保険証の更
新が生じることとなるが、制度の改善に
より継続使用が可能となり、再発行のコ
ストが軽減できる。また、カードの券面表
示を要望内容に変更しても、医療機関等
での事務処理に障害はないことから、固
有名称等の券面表示の必要性がない。

現在、ＩＣ カード保険証の発行は、省令
により次の規制を受けている。
一般被保険者が在籍する事業所につ
いて、①記号（３桁）、②名称、③所在地
の印字は、人事異動等で変更した場合、
速やかに変更（保険証の差し替え）する
こととなっている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130121

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

国民年金の第３号被保険者に係る届出
は、平成１４年４月から、第３号被保険
国民年金第３号被保険者の届出方
国民年金法第１２条 者の配偶者である第２号被保険者を使
法の一部見直し
用する事業主を経由して行うこととされ
ている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

−

届出漏れの対策として実施された法律
改正の趣旨そのものが、事業主の納得
が得られていない現状を踏まえて、要
望理由について再検討願いたい。
なお、本件の問題とは関わりなく、届
出様式の簡素化は実施すべきである。

・ 第３号被保険者に係る届出について
は、
① その配偶者（第２号被保険者）の
届出と併せて届出が必要となるケース
がほどんどであること、
② 健康保険の被扶養（異動）届と届
出の契機が同じであることから、
住民基本台帳ネットワークから情報を
得るよりも、事業主を経由することによ
り健康保険の被扶養者であることの確
認が行われた上で届出が行われること
が効率的である。
C

I
・ また、住民基本台帳ネットワークから
必要な情報の提供を受ける仕組みを構
築するとしても、基本情報が一致してい
ない場合には漏れが生じてしまうという
問題もあることから、第３号被保険者に
係る届出について、事業主を経由しな
いこととすることは困難である。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

I

第３号被保険者に係る届出について
は、第３号被保険者の要件に該当する
かどうかの認定を、健康保険の被扶養
者の認定と併せて行う必要があるた
め、事業主を経由することとしているも
のである。したがって事業主を経由しな
いこととするのは困難である。

②Ⅲ

①とうもろこしに関する残留農薬基準
は、国内における作物残留試験成績は
もとより、国際基準や欧米の基準を参
考に設定されているものである。国際
基準及び欧米基準を参考とする場合、
生食用とうもろこしのみならず、加工原
料用とうもろこしに関し設定されている
基準値も参考としている。従って、加工
原料用とうもろこしについても、科学的
根拠に基づくものとなっている。
②とうもろこしを原料とするデンプン、異
性化糖などの加工品については、国内
での加工、海外での加工を問わず、原
料であるとうもろこしに関する我が国の
残留農薬基準に適合しなければならな
い。
加工品に係る基準の設定については、
農薬毎に加工係数などの設定のため
の資料の提出があれば、検討を開始す
る。
③なお、要望者からの再意見について
は、以下のとおり回答する。
「加工原料用とうもろこしにおける規格
基準の新設」に係る具体的要望内容に
ついて事実誤認とするわけではない
が、その他（特記事項）に記載されてい
る残留基準が「生食用とうもろこしを
ベースとした単一の基準値が設定され
ているのみであり、」という部分につい
て、事実誤認と回答したものである。

・ なお、平成１８年度より、第３号被保
険者と配偶者である第２号被保険者の
住所変更届を一体とした様式を設ける
予定である。

zA130122

厚生労働省

食品衛生法 第11条
加工原料用とうもろこしにおける規 食品、添加物等の規
格基準（昭和34年12
格基準の新設 【新規】
月28日 厚生省告示
第370号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

食品衛生法及び食品、添加物等の規
格基準において、生食用、加工用の区
別なく、食用とうもろこしについて、国内
外における農薬の登録状況等をふま
え、食品中の残留農薬基準が設定され
ている。

e

とうもろこしに関する残留農薬基準は、
国内における作物残留試験成績はもと
より、国際基準や欧米の基準を参考に
設定されているものである。国際基準
及び欧米基準を参考とする場合、生食
用とうもろこしのみならず、加工原料用
とうもろこしに関し設定されている基準
値も参考としている。従って、残留基準
が「生食用とうもろこしをベースとした単
一の基準値が設定されているのみであ
り、」というご指摘は事実誤認である。
とうもろこしを原料とするデンプン、異性
化糖などの加工品については、国内で
の加工、海外での加工を問わず、原料
であるとうもろこしに関する我が国の残
留農薬基準に適合しなければならな
い。
なお、加工品に係る基準の設定につい
ては、農薬毎に加工係数などの設定の
ための資料の提出があれば、基準設定
を検討する。
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貴省回答なお書き部分を踏まえ、加
工係数などの設定のための資料の提
出について、今後準備を検討する旨要
望者より聞いており、貴省において検
討をお願いしたい。また、措置の分類に
関しては、貴省回答のなお書き部分は
「ｂ」と修正願いたい。
さらに、要望者より以下のとおり再意
見がきており、この点についても再度、
貴省からの回答をいただきたい。
『とうもろこしの規格基準について、生
食用だけを勘案した基準が設定されて
いるとは主張しておらず、「事実誤認」と
の指摘は遺憾である。また、そもそも本
要望は、加工原料用とうもろこしにおけ
る規格基準の新設が趣旨であり、要望
理由の一部について誤解に基づく解釈
によって「e：事実誤認」と措置分類され
ていることは誤りである。』

①d
②b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130121

zA130122

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

国民年金第３号被保険者の届出方
法の一部見直し

加工原料用とうもろこしにおける規
格基準の新設 【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A079

5053A084

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

79

84

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）

第３号被保険者の住所変更届及び氏
名変更届については、国民年金法第12
国民年金第３号被保険者の届出方法の
条に基づく住民基本台帳の届出があっ
一部見直し
た際に当該届出があったものとみなすべ
きである。

2003年11月の規制改革要望集中受付
月間における厚生労働省の回答では、
「仮に、住民基本台帳ネットワークから必
要な情報の提供を受ける仕組みを構築
するとしても、被保険者記録の管理上基
本となる基礎年金番号との突合をどのよ
うに行うかという問題がある」とのことで
あるが、４つの情報（氏名、性別、生年月
日、住所）により、同一人物かどうかの確
認は可能である。
また、届出漏れの対策として実施され
た法律改正の趣旨自体が、事業主の納
得が得られない。事業主を経由しないこ
とで、企業負担の軽減に資する。

2002年４月より、第３号被保険者の届
出はすべて、配偶者が勤務している事業
主を通じて行うことになった。このため、
事業主は、第３号被保険者の年金手帳
を預かったり、住所変更届を提出しなけ
ればならない。

生食用とうもろこしとは別に、農薬の残
留度合いに着目した科学的根拠に基づ
加工原料用とうもろこしにおける規格基 く、加工原料用とうもろこしの基準値を設
準の新設 【新規】
定すべきである。或いは澱粉・異性化糖
など製品の基準値を設定し、原料段階で
の基準値の適用を免除すべきである。

日本で食品として流通している約400万
トンのとうもろこしの80%以上が、澱粉・糖
化品等に加工される所謂加工原料用とう
もろこしである。
加工原料用とうもろこしは分離、洗浄、
加水分解工程等を経て、最終製品であ
る澱粉、糖化品となるが、加工工程にお
いて残留農薬、カビ毒等は除去され、製
品ではその残留性は大きく減衰する。こ
のことは、①国立衛生試験所「とうもろこ
しの保存及びコーンスターチ製造による
収穫後使用農薬の減衰」（1994年９月16
食品衛生法および食品、添加物等の
日受理）、②米国FDA「FDA Talk Paper」
規格基準では、とうもろこしを含め様々な
(T89-21 April.13,1989)により科学的に確
食品に対し残留農薬等の規格基準が定
認されており、「生食用（スィートコーン
められている。
等）」と加工工程を経た「原料用」に一律
このうち、とうもろこしについては、生食
の基準値を適用することは適当でない。
用とうもろこしをベースとした単一の基準
加工原料用とうもろこしは100%輸入に依
値が設定されているのみであり、加工原
存しているが、国内で最終製品を製造す
料用とうもろこしについての基準値は設
る場合には、現行の基準値を満たす原
定されていない。
料を調達することが求められ、生産コスト
の押し上げ要因となっている。一方、原
料段階で特に強い規制のない外国にお
いて加工された低価格の製品が輸入さ
れており、日本の澱粉・糖化品業界は不
利な競争に晒されている。 とうもろこしか
ら生産される澱粉・糖化品は、食品原料
として極めて広範囲に亘って使用されて
いる。加工原料用とうもろこしの基準値を
別途設定することにより、国産の澱粉・
糖化品などの価格競争力の向上や素材
供給の円滑化が期待できる。
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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）

管理コード

zA130123

zA130124

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

コップ自動販売機にて取扱い可能
な容器の規制緩和【一部新規】

保健所の営業許可におけるコンビ
ニエンスストアの施設基準の設定

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

食品衛生法第18条
食品、添加物等の規
格基準（昭和34年12
月28日 厚生労働省
告示第370号）
「コップ販売式自動
販売機により調理さ
れる清涼飲料水等を
販売する際に使用す
るコップについて」
（平成16年３月31日
食安基発第0331001
号、食安監発第
0331003号）

食品衛生法第５１
条、第５２条

制度の現状

清涼飲料水を販売する際に用いる容器
は、未使用の紙製等であってかつ殺菌
等され、使用されるまでに汚染されるお
それのないように取り扱われたもので
なければならないと定められている。ま
た、コップ販売式自動販売機で清涼飲
料水を販売する営業を営もうとする者
は、都道府県が条例で定める基準を満
たし、都道府県知事等の許可を得なけ
ればならない

食品衛生法により、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、政
令で定める業種別に、都道府県の知事
の許可を要する。施設の基準は都道府
県が条例で定める。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

平成１５年11月に内閣府総合規制改革
会議事務室（当時）が行った「全国規制
改革要望」においてコップ販売式自動
販売機で清涼飲料水を販売する際に
使用されるコップについて未使用の紙
コップ以外のコップを使用できるように
すべきとの要望が提出されたことを受
け、当該自動販売機で使用するコップ
の取扱い及び留意事項について各都
道府県等に通知（「コップ販売式自動販
売機により調理される清涼飲料水等を
販売する際に使用するコップについて」
（平成16年３月31日付け食安基発第
0331001号、食安監発0331003号））した
ところである。その際、当該自動販売機
専用のコップ以外の容器を使用する場
合について、その形状等についての規
制は行っておらず、要望にあるＰＥＴボト
ル、水筒、魔法瓶等の容器を使用する
ことは現状においても可能である。な
お、当該自動販売機は、販売直後に消
費されることを想定し清涼飲料水等を
販売するものであることから、要望のよ
うに販売後時間をかけて消費すること
を前提としているような容器を使用する
場合にあっては、消費者に使用方法や
保存性について適切な情報提供を行う
ことが適当と考える。

要望者からの意見として、『各都道府
県等への通知においては、「コップ」と
いう表現しか用いられていない。今回
の回答で、「当該自動販売機専用の
コップ以外の容器を使用する場合につ
いて、その形状等についての規制は
行っておらず、要望にあるＰＥＴボトル、
水筒、魔法瓶等の容器を使用すること
は現状においても可能である」とされた
が、その見解について、改めて都道府
県に周知徹底を図るべきである。』が提
出されており、貴省の見解を伺うととも
に、周知徹底の措置について、検討い
ただきたい。

d

既に回答している内容について、改め
て都道府県等に対して、通知等により
周知徹底を図る。

ｂ

食品衛生法では、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、そ
の営業許可に係る施設基準を都道府
県が条例で定めることとなっていること
から、いわゆるコンビニエンスストアに
ついて国が全国統一的な基準を設定
することは困難である。しかしながら、コ
ンビニエンスストアの営業許可要件に
係る今回の要望内容について、各都道
府県等に周知するとともに、コンビニエ
ンスストアにおける食品の衛生確保に
必要な施設基準等に関し、都道府県、
要望者を含む関係業界団体、学識経験
者等から意見を聴取し、都道府県が条
例の改正を行う際に参考としてもらえる
ようなガイドラインの作成について検討
する。

今回回答いただいているガイドラインの
検討状況について、何らか周知する対
応策やスケジュールを示していただき
たい。

b

１８年度中にガイドラインを作成し、全
国に周知できるよう検討を開始する。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130123

zA130124

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

コップ自動販売機にて取扱い可能
な容器の規制緩和【一部新規】

保健所の営業許可におけるコンビ
ニエンスストアの施設基準の設定

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A085

5053A086

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

85

86

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

コップ自動販売機にて取扱い可能な容
器の規制緩和【一部新規】

コップ販売式自動販売機により調理さ
れる清涼飲料水等を販売する際の、「当
該自動販売機専用のコップ以外のコッ
プ」についての定義を明確にすべきであ
る。その際には、PETボトル、デカンタ、
水筒、魔法瓶等の使用を認めるべきであ
る。

全国一律に適用される、コンビニエンス
ストアの施設基準を新たに定めるべきで
ある。
具体的には、①カウンターの天井や壁
保健所の営業許可におけるコンビニエン
の仕上げを特定のものに指定せず、売
スストアの施設基準の設定
場と同じものでよいとすること、②倉庫等
に大型冷蔵庫を置かなくてもよいことと
するなど、実態に即した施設基準を定め
るべきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

消費者の環境保護への意識が高まる
中、自動販売機で清涼飲料水等を購入
する際、基準緩和で認められたコップ以
外のPETボトル、デカンタ、水筒、魔法瓶
等を利用したいというニーズは高い。ま
た、コップ以外の容器を認めることで、持
ち運び易くなるというメリットもある。一部
の自治体では、コップ以外の容器を使用
することが認められない運用がされてい
るため、用いることができる容器につい
ての解釈を明確にすべきである。販売さ
れる清涼飲料水等の安全性を確保する
ため、調理の際に使用される攪拌棒（イ
ンペラ）など、コップ等の中に収められた
清涼飲料水等に触れる部品を販売の都
度洗浄し、必要に応じ殺菌したり、コップ
等が洗浄される構造とすることは技術的
に可能であり、幅広い容器の利用を認め
るべきである。

食品、添加物等の規格基準では、清
涼飲料水を販売する際に用いる容器
は、未使用の紙製、合成樹脂製、合成樹
脂加工紙若しくはアルミニウム箔製容器
又は組合せ容器であって、かつ、殺菌さ
れ、又は殺菌効果を有する製造方法で
製造され、使用されるまで汚染されるお
それのないように取り扱われたものでな
ければならないとされている。当該基準
については、2005年３月、購入者自らが
用意したコップを使用することは差し支え
ないとされ、当該自動販売機専用のコッ
プ以外のコップを使用する場合は、販売
される清涼飲料水等がこぼれ出たり、攪
拌棒が容器の外部など不適当な場所に
接触したりすることを防止するため、一
回の販売量、使用するコップに必要な容
積及び口の広さ並びに必要な底の深さ
等の注意事項を購入者に対して周知す
る等、必要な措置をとることとされてい
る。

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改定）」(平成17年３月25日 閣議決定)
においては、平成17年度中に「いわゆる
コンビニエンス・ストアの軽微な調理施設
について営業許可を取得する際の施設
基準及びその運用に係る要望内容を、
各都道府県に周知する」とされている
が、早期に通知を発出し、周知徹底を図
るべきである。 コンビニエンスストアの
施設基準がないため、飲食店など他の
施設基準が適用されている。また、その
適用にあたっても、地域によって過剰な
負担を求められることがある。
コンビニエンスストアのカウンター内に
おける調理及び販売は飲食店よりも露
店等に近く、また、コンビニエンスストア
は全国に約５万店近くあるという実態を
踏まえ、コンビニエンスストアの施設基準
を設けて全国一律に適用すべきである。

食品衛生法では、コンビニエンスストア
独自の施設基準は定められていない。
各都道府県の条例が定める施設基準は
異なっており、同一都道府県内でも保健
所の営業許可における指導内容が統一
されていない場合がある。
具体的には、例えば以下の通り、保健
所によってコンビニエンスストアは飲食
店と同様に取扱われ、カウンター内に手
洗いやシンクなどの施設の設置を要求さ
れることがある。また、大型スーパーと同
様に、壁、床、天井の仕上げを指定する
保健所もある。 （１）カウンター内にシン
クと手洗いを、お客様には別途お手洗い
を設けているにも関わらず、さらに、売り
場に手洗いを設けるよう保健所に指導さ
れる地域がある。無駄なコストと共にか
えって不衛生な現場を生んでいる（新潟
県、愛知県、千葉県、宮城県、山形県、
福島県等）。
(２）カウンター内を厨房とみなし、仕上げ
を特定のものに指定する保健所があり、
無駄なコストが生じている（静岡県、京都
市等）。
（３）保健所による許可基準として、原則
として従業員全員に検便を義務づけてお
り、明らかに錯誤している（愛知県）。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130125

zA130126

制度の
所管省庁等

項目

総務省 経済産
業省 厚生労働 保安法令の重複適用の排除
省

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

【一本
化】c
消防法
【重複規
高圧ガス保安法 石油コンビナートについては、保安四法
定】e
労働安全衛生法 が各法の目的を達成するために必要な
【合理
石油コンビナート等 規制が行われている。
化】e
災害防止法
① e
②③ e

厚生労働省においては、既に平成１３
年１２月より売掛債権担保融資保証制
度を利用する場合の債権譲渡特約の
部分解除を実施し、更に平成１７年４月
よりその譲渡対象者の範囲の拡大を措
置したところである。

ｃ

【一本
化】Ⅰ
【重複規
定】Ⅰ
【合理
化】Ⅰ
① Ⅰ
②③ Ⅲ

保安四法については、法の目的、対象施設等が異なること
から一本化することは困難である。
また、要望理由については、記載されている労働安全衛生
法に基づき落成検査が義務づけられている装置について
は、他の保安法令の適用と重複していないため、事実誤認
と考えられる。
なお、保安四法については、関係各法の目的に沿って適
用範囲を規定しており、改めて指定基準を策定する必要は
なく、「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化
促進に関する実務者検討委員会」の最終報告に基づき、申
請書類の共通化、検討結果の相互活用等の合理化、整合
化が既に図られている。
① 労働安全衛生法においては、同法第88条により、ボイ
ラー、圧力容器等を設置等する場合に、その計画の届出を
行うこととしており、許認可制とはなっていない。
②③ 「ボイラー構造規格の全部を改正する告示（平成15年
厚生労働省告示第197号）」及び「圧力容器構造規格の全部
を改正する告示（平成15年厚生労働省告示第196号）によ
り、ボイラー及び第一種圧力容器の検査に当たって適用さ
れる基準の性能規定化及びＡＳＭＥ規格等との整合化を進
めるなど国際整合化について所要の措置を講じたところで
ある。また、規格の性能規定化により、規格と同等の安全性
が確認できれば、その使用が認められることから、その安全
性の確認がなされたボイラー及び圧力容器については、既
に民間規格の活用が図られている。

Ⅳ

各省庁及び各地方公共団体に適用す
る統一的な共通ルールの策定について
は、制度を統一的に調整する権限がな
いため、当省として回答できる立場にな
い。
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その他

当室からの
再検討要請

「石油コンビナートにかかる保安四法の合理化・整合化促進
に関する実務者検討委員会」において、重複、類似の各種
申請・届出書類の様式の統一化等を行うなど、合理化・整合
化に向けて一定の前進はあったものと認識している。
しかしながら、依然として、設備の設置・変更について複数
の法律が重複して適用されているため、官民双方に不必要
なコストや非効率な業務が発生しており、更なる合理化・整
合化が必要である。
例えば、許可申請、完成・変更検査の記録作成・保存を重
複している、また、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防
法ともに、一定基準の保安管理レベルを満たす事業者を認
定し、それらに対して合理化措置を講じているが、認定制度
の内容がそれぞれ異なっているため、合理化措置のメリット
が得られず、操業を制約している等の指摘が複数の事業者
からある。
①このような状況を踏まえ、更なる申請手続等の合理化、
自主検査の導入による認定制度の整合化等について、改
めて対応を検討され示されたい。
また、保安規制の合理化を促進するにあたっては、設備そ
のものが高い安全水準を維持しているかどうかが重要であ
る。しかしながら、国内規格の安全水準は国際規格で求め
られている水準に比べて低いという指摘があり、高圧ガス保
安法、労働安全衛生法、消防法の各法で規制している安全
基準の考え方と水準を精査し、あるべき安全管理の体制に
ついて総合的に検討していく必要がある。
回答では、ＡＳＭＥ規格の整合化を進めているとあるが、各
法で個別にＡＳＭＥ規格の整合化を図っても効果は限定的
であり、各法同士の整合化も必要である。さらに、ＡＳＭＥ規
格は設備の材料、設計、製作、試験に関する規格であり、そ
の設備を設置する際の安全装置の付与、保安距離の確保、
防消火措置等に関する安全規格にまでは及んでいない。
②このような状況を踏まえ、技術的事項（設備設置、検査
等）について法令の性能規定化、民間規格の積極的活用、
国際整合性のとれた保安規制の整備について、改めて対応
を検討され示されたい。

要望者の以下の意見を踏まえ再検討
願いたい。
「既に措置済みとしている省庁がある一
方で、「検討する」と回答しつつ検討期
間が明記されていない省庁があるな
ど、対応に相違があり、各省庁の統一
的かつ早急な対応を強く求める。」

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

①
【申請書
類の共
通化等】
e
【認定制
度の整
合化】e
②e

①
【申請書
類の共
通化等】
Ⅳ
【認定制
度の整
合化】
Ⅰ、Ⅲ
②Ⅲ

c

Ⅳ

①
・更なる申請手続きの合理化について
労働安全衛生法の適用を受ける第一種圧力容器は高圧ガス保安法の
適用を受ける設備と適用が重複していない。また、消防の適用を受ける
設備とは、重複して検査を受けることがないよう調整が図られている。ま
た完成・変更検査の記録作成・保存を義務付けていないため、「許可申
請、完成・変更検査の記録作成・保存を重複している」との指摘は事実
誤認である。
なお、「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関
する実務者検討委員会」の最終報告に基づき、申請書類の共通化、検
討結果の相互活用等の合理化、整合化が既に図られている。
・自主検査の導入による認定制度の整合化について
ボイラー等の安全管理等の水準が高いと認定された事業者につい
て、４年連続運転を認め、高圧ガス設備とボイラー等との検査の周期を
合わせることを可能としている。連続運転期間中は、圧力容器を開放し
ないで運転中に検査を行うことができるため、認定を受けた事業者は停
止を要せず、機会費用が低減されるなど事業者負担の軽減が実現して
いる。現在では認定事業場は１８０事業場に達しており、高圧ガス保安
法の認定事業場のほとんどが含まれ、高圧ガス保安法の主要な設備
の連続運転周期は労働安全衛生法と同じ最大４年である。
以上のことから、「認定制度の内容がそれぞれ異なっているため、合
理化措置のメリットが得られず、操業を制約している等」との指摘は事
実誤認である。
また、自主検査の導入について、
ア 労働安全衛生法における定期自主検査の義務について法令違反
が多く見られる。また、高圧ガス保安法における認定自主検査が行わ
れている事業場においては、腐食等の要因による火災等の事故やコス
トダウン等のための自主検査に係る不正事案が少なからず発生してい
る。
イ 我が国を代表する大企業等において重大事故が近年増加してお
り、安全管理のレベルの低下が懸念され、安全対策の充実・強化が求
められている。
ウ このような中で、安全水準の低下をもたらしかねない自主検査を導
入することは、労働者の安全確保に重大な支障をもたらす可能性が高く
困難である。
②
「ボイラー構造規格の全部を改正する告示（平成15年厚生労働省告
示第197号）」及び「圧力容器構造規格の全部を改正する告示（平成15
年厚生労働省告示第196号）により、ボイラー及び第一種圧力容器の検
査に当たって適用される基準の性能規定化及びＡＳＭＥ規格等との整
合化を進めるなど国際整合化について所要の措置を講じたところであり
また、「ＡＳＭＥ規格の整合化を進めているとあるが、各法で個別にＡＳ
また、ＡＳＭＥ規格が「設備を設置する際の安全装置の付与、保安距離
なお、規格の性能規定化により、規格と同等の安全性が確認できれば
性の確認がなされたボイラー及び圧力容器については、既に民間規格の

厚生労働省では既に措置済みであり、
統一的な共通ルールの策定について
は権限がないため、当省として回答で
きる立場にない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130125

zA130126

制度の
所管省庁等

項目

総務省 経済産
業省 厚生労働 保安法令の重複適用の排除
省

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

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A123

5053A143

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

2

9

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

123

143

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）

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

コンビナート事業所の機器、設備は全
体で一つのシステムとして機能しており、
保安諸法はそれぞれ異なる目的と対象
を有するものの、現状の規制はプラント
全体の総合的な保安確保の目的には必
ずしもそぐわないものとなっている。例え 石油コンビナートに適用される保安諸
ば、石油精製、石油化学のプロセスは、 規制は、法ごとに異なる省庁が所管する
貯蔵タンクを除きほとんどが気液混合
ことから、技術基準、申請・立会要件等
の、大気圧を超える状態であるため、消 が異なり、重複規制を受けることとなって
防法、高圧ガス保安法または労働安全 いる。例えば、大気圧以上の機器につい
衛生法が複数適用され、許可申請、完 て、消防法では「圧力タンク」、高圧ガス
成検査（落成検査）、検査記録の作成・ 保安法では「ガス設備、高圧ガス製造設
保存等において、重複して行うことになっ 備」、労働安全衛生法では「圧力容器」
ている。（高圧ガス保安法と労働安全衛 と、異なる名称で規制され、装置を構成
生法は運用上、適用区分されている。） する一つひとつの機器・設備までが複数
「石油コンビナートに係る保安４法の合 の法令により重複して規制されている。
理化・整合化促進に関する実務者委員
こうした規制の重複は、技術基準の性
会」では、保安四法の重複適用を排除 能規定化を推進する上で妨げとなってい
し、整合化等合理化を進めるとしている るほか、事業者は、基準の解釈と整合性
が、法改正を伴う抜本的な合理化は検 の確保、申請手続き、検査への対応等、
討されていない。申請・届出書類の様式 多大な負担を強いられることとなってい
統一に止まらない合理化を実施すべきで る。
ある。一設備または一装置について一法
令の適用となれば、許認可にかかる手
続が簡素化され、負担が軽減される。ま
た、事業者の国際競争力の強化に寄与
することが期待される。

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債権
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
譲渡禁止特約の適用除外とする、②事
等に係る譲渡禁止特約の解除
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
の省庁においては事前に承認を得ること
により譲渡を認めたり、特定の譲渡先に
ついては債権譲渡禁止条項適用の例外
とする等、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。

保安法令の重複適用の排除
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資産流動化を促進する上で、債権譲渡
禁止特約の存在が障害となっている。債
権譲渡禁止特約の廃止に向けて、各省
庁、地方自治体が共通ルールの下で着
実に取り組むことが求められる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130127

zA130128

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

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
内閣府、総務
外国為替及び外国 いて設立された法人その他の団体又
省、財務省、文
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
部科学省、厚生
外為法に基づく「外国投資家」規制 （外国投資家の定 その他の団体」により直接または間接
労働省、農林水
義）、第27条（事前届 に保有される議決権の合計が50％以
産省、経済産業 の適用除外【新規】
出）、第55条の5（事 上を占める会社については「外国投資
省、国土交通
後報告）
家」と規定され、対内直接投資等の事
省、環境省
前届出、又は事後報告が義務づけられ
ている。

法務省 厚生労 外国企業との契約に基づく専門的･
働省 警察庁 技術的分野の外国人受入れに係る
外務省
在留資格の早期整備

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

なし

なし

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

ｂ

-

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （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。

短期滞在の範囲を超える企業間の契約に基づく人の移動
を認めることとした場合、入国者（労働者）は、日本国内での
就労及び生活の実態が生じるにもかかわらず、日本国内に
使用者が存在しないため、労働基準関係法令が適用されな
いことから、
・長時間労働、賃金未払、危険有害業務への従事等劣悪な
労働環境の場合にも、労働基準監督署が監督指導できず、
入国者（労働者）の保護に欠ける
・日本国内の労働者が労働基準法が適用されない入国者
（労働者）と競合することとなり、日本国内の労働者の雇用
失業情勢の悪化、労働条件の低下のおそれがある。
ため、労働基準関係法令を適用する仕組みが必要不可欠
である
このため、こうした者を入国させる際には、労働者に併せ
て管理者を入国させ、労働基準関係法令を遵守させるととも
に、適用事業報告等の関係書類を事前に届け出ること、及
びこれらの手続が入管法令上担保されていることが必要で
あると考えている。
また、外国人が１人で入国する場合には、本人若しくは受
入企業の従業員を管理監督者とみなすことについても、１名
で入国する場合に、自らが自らの管理監督者とはなり得な
いことから、そのような仕組みとすることは不可能である。さ
らに、受入企業の社員が管理業務を行う場合、当該管理者
が結果として国内企業の意向を受けて外国人労働者の管
理を行うこととなると考えられるので、職業安定法で禁止す
る労働者供給等の形態に当たる可能性があり、困難である
と考えられる。
また、手続に際しては、事前の届出及び労災保険料等の
支払等を労働基準監督機関に行うことが必要であると考え
ている（但し、この際の手続については、許可ではなく確認
手続等を想定している。）。
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回答では平成18年度までの実施は困難とされているが、
その理由について具体的に示されたい。
また、回答では入国者に併せて管理者を入国させることが
必要とされているが、要望内容は我が国企業と外国企業に
過度な負担を要さない措置を求めている。ついては、以下４
点につき具体的に示されたい。
①在留資格「短期滞在」において認められる最長の在留期
間（90日）を超えて我が国に在留する外国人を「労働者」と
する根拠、②管理者を設置する意義・目的、③管理者の具
体的業務内容およびその実施を担保するための根拠、④管
理者の適切な労働条件を確保するための措置（管理者への
労働基準関連法令適用有無）
さらに、「受入企業の社員が管理業務を行う場合、当該管
理者が結果として国内企業の意向を受けて外国人労働者
の管理を行うこととなると考えられるので、職業安定法で禁
止する労働者供給等の形態に当たる可能性があり、困難で
ある」とされているが、職業安定法第44条が規定するのは
労働者供給事業の禁止であると理解しており、この場合が
「事業」に当たるのかどうか、改めて検討され、示されたい。
加えて、要望内容においては、入国後の就労内容として
「共同研究・開発」、「マーケティング」、「システム開発のア
ウトソーシング」等を想定しているが、「日本国内の労働者
が労働基準法が適用されない入国者（労働者）と競合するこ
ととなり、日本国内の労働者の雇用失業情勢の悪化、労働
条件の低下のおそれがある」との点について更に検討さ
れ、具体的な理由を示されたい。

b

Ⅰ

在留資格に係る問題であることから、検討スケジュールに
ついては、主として法務省の問題であると考える。
また、①から④までの事項については、今後の検討に委
ねられるものであるが、現時点において想定している範囲で
それぞれ回答すれば、
①現行の「短期滞在」では、９０日までは一定の外国人の出
張（商談、事務連絡等）について、日本の労働基準法の名
宛人たる「使用者」（事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、事業主のために
行為をする者）がいないため、日本の労働基準法の適用が
ないが、これは、９０日程度であれば就労実態、生活実態が
まだ当該外国にあると評価できるため、やむをえないものと
して認め、短期就労ビザを与えているところである。一方、９
０日を超えて日本に出張する場合には、日本に就労実態、
生活実態が移ると評価できるにもかかわらず、上記のように
使用者が日本国内にいないことから日本の労働基準法等
が適用できないこと等にかんがみ、その入国が認められて
いないところである。今般、９０日を超えた「出張」を認めるこ
ととするのであれば、労働基準法等が適用できるように日本
国内に「使用者」たる管理者を置くこととすることが必要不可
欠である。
②労働基準法等の義務を履行するためには日本国内に使
用者が存在する必要があることから、「使用者」（事業主又
は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事
項について、事業主のために行為をするすべての者）とし
て、管理者を入国させ、労働基準法等を遵守させる必要が
ある。そして、当該管理者が日本の労働基準法等に違反す
る場合には、最終的には、これらの法律に基づき罰則が科
せられることとなる。
③管理者は、少なくとも、労働基準法第１０条の「使用者」と
して、今般入国する労働者の労務管理を行うことが業務内
容となる。
④管理者については、日本国内においてはその上位者がい
ないことから労働基準法等の保護を直接的に受けることが
できないが、海外の事業主と一体的な立場にある者として
日本国内において「使用者」として裁量を与えられて活動す
るという性格から、やむを得ないものと考えられる。
職業安定法第４４条で禁止される「労働者供給事業」に該
当するか否かについては、個別の事例ごとに判断するもの
であり、提案内容がこれに該当するか一律に回答すること
はできない。なお、提案内容が、営利を目的としており、事
業として独立性があるものであれば、「労働者供給事業」に
該当すると判断される可能性が高いと考えられる。
また、企業間の契約に基づき移動により我が国で就労する

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130127

zA130128

制度の
所管省庁等

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

法務省 厚生労 外国企業との契約に基づく専門的･
働省 警察庁 技術的分野の外国人受入れに係る
外務省
在留資格の早期整備

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A148

5053A214

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

4

4

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

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％）以内の企業
外為法に基づく「外国投資家」規制の適 であるなど、単独で支配権を持つに至ら
用除外【新規】
ない状況であることが認められれば、
「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。

外国資本が事実上支配権を持たない
企業に対して、安全保障上の観点から
直接投資を規制する必要性は薄い。

214

政府は上記閣議決定に従い、極力早
期に必要な在留資格を整備すべきであ
る。その際、事業活動の実態を反映した
現実的かつ柔軟な要件設定を行い、わ
が国企業、外国企業ともに過度な負担を
課すことのないようにすべきであり、在留
期間について極力長期なものとすること
ほか、仮に労働基準関連法令等の適用
外国企業との契約に基づく専門的･技術
に関わる措置が必要とされる場合には、
的分野の外国人受入れに係る在留資格
(１)１名で来日する場合にはその者を管
の早期整備
理者とみなす、もしくは受入企業の社員
に管理業務を認めること、（２）各種手続
きにおいて処分性を伴った行為を介在さ
せないこと、(３)届出書類を極力簡素なも
のとすること、(４)業務独占資格者の介
在を不要化すること、(５)労災等への保
護措置の柔軟性を確保すること等が重
要である。

わが国企業と、わが国に本店、支店、
近年、わが国企業の更なる国際競争力 その他の事業所がない外国企業とが一
強化に向けて、共同研究・開発、マーケ 定の契約を締結し、同契約を履行するた
ティングやシステム開発のアウトソーシン め当該外国企業に属する専門的・技術
グ化等、国境を越えた様々な協力や事 的分野の外国人を一定期間わが国に受
業再編等が増えている中、これら外国人 入れる必要性が高まっているが、このよ
を受入れるための制度の整備が強く求 うな高度人材がわが国に滞在し必要な
められている。しかし、現状では、外国企 業務を行うための在留資格が整備され
業がわが国に本店、支店、その他の事 ていない。 2005年３月25日に閣議決定
業所を有しない場合には、在留資格「企 された『規制改革・民間開放推進３か年
業内転勤」に該当せず、また、わが国企 計画（改定）』では、当会の昨年度の要
業と当該外国人の間には契約が存しな 望を受け、「我が国企業と海外の企業と
い場合には、在留資格「技術」「人文知 の共同研究・開発等を行うために受入れ
識･国際業務」の要件も満たさない。さら る海外の企業に所属する専門的・技術
に、在留資格「短期滞在」では、在留期 的分野の外国人が長期的に在留できる
間が90日以内とされていることから長期 よう、国内法制との整合性に留意しつ
にわたり滞在することはできない。
つ、早急に検討し、結論を得る」（平成17
年度検討・結論）とされた。
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「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る。
「外国投資家」の要件は、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）

管理コード

zA130129

zA130130

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

法務省 厚生労
外国人の介護分野での在留資格の 出入国管理及び難 外国人が、国内で介護業務に従事する
働省 警察庁
民認定法第２条の２ ための在留資格は存在しない。
整備【一部新規】
外務省

専門的、技術的分野の外国人労働者
出入国管理及び難
については、受入れを積極的に行って
民認定法第７条第１
いるが、いわゆる単純労働者について
項第２号の基準を定
は受入れを行っていない。
める省令、技能実習
また、「技能実習制度」は、一定期間
制度に係る出入国管
の研修を経た上で研修成果等の評価
法務省 警察庁
理上の取扱いに関す
専門的・技術的分野の外国人労働
等を行い、一定の水準に達したこと等
厚生労働省 外
る指針（平成５年４月
の要件を満たした場合に、その後雇用
者の範囲の見直し【新規】
務省
５日法務省告示第１
関係の下でより実践的な技術、技能等
４１号）、
を修得することができる制度であり、研
技能実習制度推進
修期間と、技能実習期間からなるもの
事業運営基本方針
である。日本における滞在期間は、研
（平成５年４月５日労
修期間と技能実習期間を合わせて３年
働大臣公示）
以内とされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

ｃ

Ⅰ

Ⅲ

外国人の介護福祉士資格取得者の受入れに関しては、諸
外国との経済連携協定交渉を進めていく過程で、交渉相手
国から介護労働力の受入れ要望があった場合、経済連携
協定締結促進の観点から、我が国の介護福祉士資格取得
など一定の要件のもとに受け入れることを、関係省庁と連携
しつつ検討していくこととしているが、その受入れにあたって
は、不法就労、不法滞在その他犯罪の防止等に留意すると
ともに、我が国の労働市場へ悪影響等を及ぼさないよう、適
切な措置を講じる必要がある。このため、経済連携協定の
枠組みの下で、受入れ者の要件や受入枠の設定、送り出
し・受入れ機能の一元化など適切な仕組みや体制を整備す
ることを前提条件として受入れを認めることとしているもので
あり、ご要望のように、経済連携協定の枠組みとは別に実
施することは、これらの問題が生じるおそれがあることから、
適当でないと考えている。
また、外国における隣接職種の資格については、たとえ一
定の日本語能力を有する者であっても、我が国において日
本国民を対象として専門的な介護業務を行う介護福祉士と
同等の専門性を認めることはできないため、我が国におけ
る介護分野での就労を認めることはできない。日比経済連
携協定においては、介護福祉士資格を取得するための準備
活動の一環として、介護に関する一定の資質を有するフィリ
ピン人に対して、日本語及び介護技術について一定の国内
での研修を行った上で、我が国で一定期間（滞在期間の上
限４年）就労することを認めることとしているが、これは、受
入れの実効性を確保し、経済連携協定締結促進の観点か
ら、国家資格を取得しやすくなるような具体的措置として講
じるものであり、また、この具体的な要件設定は、経済連携
協定交渉の中で、両国の制度に関する密接かつ十分な情
報・意見交換を経ることによって初めて可能となったもので
あることから、これを経済連携協定の枠組みを越えて外国
人全般に対して認めることはできない。（なお、外国人労働
者については、専門家の受入れに限定するという政府方針
であり、介護分野では、経済連携協定においても、この方針
の下、国家資格である介護福祉士を対象とした議論であり、
ホームヘルパー資格はこれに当たらないものである。）
さらに、海外の介護福祉士養成施設の指定については、教
員や実習施設の確保などを含め、日本国民を対象とした専
門的な介護業務を行う介護福祉士を養成するための教育
の質を確保することが困難であり、また、教員資格、教育の
内容（科目、時間数）等の基準を満たしているかどうかを地方

現行の在留資格「技能」における各カテゴリーの考え方と
しては、例えば、外国料理人のように、日本人では代替困難
など特殊分野に限られている上、国内における受入れニー
ズに一定の歯止めが存在しているなど、国内労働市場に与
える影響が考慮されている。
この点、「付加価値の高い外国人労働者」といった概念を
通じ、主として受入れの経済的メリットから、現在「技能」分
野の対象としていない労働者の受入れを図ることは、かか
る国内労働市場の状況をはじめ、治安、医療・福祉、子ども
の教育、住宅、地域コミュニティーとの摩擦等、国民生活全
般にわたる影響を十分検討していないことから、到底受け入
れられるものではない。
また、技能の伝承という観点からの技能労働者の確保に
ついても、高齢の技能労働者の雇用延長を促進するととも
に、政府を挙げて、フリーターやニートといった若年者の就
業促進を図るなど、次代の熟練労働者の育成に努めること
により、我が国経済の根幹を支えることとなる重要な技能
を、国内で蓄積、伝承していくべきであり、安易に受け入れ
拡大を認めることは不適切である。
なお、「バリ式エステのトレーナー」について、現行の在留
資格「教育」において認められる活動は、教育機関における
語学教育その他の教育をする活動とされているところ、「バ
リ式エステ」のトレーナーの業務に従事しようとする外国人
が、当該「教育」に係る上陸許可基準に該当する場合には、
受入れが認められるのではないかと考えられる。
さらに、「技能実習制度」は、国際貢献の観点から開発途
上国等の人材育成を通じて効果的な技能等の移転を図るこ
とを目的としており、技能実習生が帰国して、就労すること
により、送り出し国の技能水準を引き上げることが制度の前
提であり、そもそも本制度は、国内の産業競争力、地域経
済、国民生活の維持、強化といった点を考慮するものでは
ない。
従って、技能実習後日本国内での就労を認めることは、本
制度の趣旨に反するものであり、認められない。
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その他

当室からの
再検討要請

我が国の介護福祉士資格試験の合
格率が40％内外で推移することなどを
踏まえ、一定の日本語能力を有し、当
該資格も取得した外国人が、専門的・
技術的分野の労働者と、いわゆる単純
労働者の何れに該当するか、更に検討
され、示されたい。また、検討に当たっ
ての観点も併せて示されたい。

「国内労働市場の状況をはじめ、治
安、医療・福祉、子どもの教育、住宅、
地域コミュニティーとの摩擦等、国民生
活全般にわたる影響を十分検討してい
ないこと」が、在留資格「技能」の対象と
していない労働者の受入れとの要望内
容を容認しない理由とされているが、列
挙した項目毎に、その検討に当たって
の手法など、必要な対応を具体的に例
示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅰ

Ⅲ

介護福祉士は、介護業務に関する国家資格を取得している
ものであり、介護業務を適切に行うための専門性を有するも
のである。
一方、介護分野のように現在外国人の就労が認められてい
ない分野において、専門的・技術的分野の労働者として受
入れを認めるかどうかについては、たとえ一定の専門性を
有する外国人であっても、国内の労働市場にかかわる問題
を始めとして日本の経済社会と国民生活に与える影響を十
分に考慮し、国民的コンセンサスを踏まえて個別に十分慎
重に検討する必要がある。
また、介護福祉士国家試験を受験するためには、我が国の
特別養護老人ホーム等において３年以上介護等の業務に
従事しなければならないことから、外国人介護福祉士の受
入れを制度として実際に機能するものにするためには、資
格取得後だけでなく、資格取得前の者の受入れもあわせて
検討する必要がある。しかしながら、この資格取得前の期間
は介護福祉士としての専門的知識及び技術を習得するため
に必要な準備期間であり、当該期間における外国人介護労
働者の受入れを認めることは、いわゆる単純労働者の受入
れにつながるおそれがあると考えられるため、さらに慎重な
検討が不可欠である。
こうした点を踏まえ、経済連携協定による受入れにおいて
は、これらの問題が生じないよう、両国の制度に関する密接
かつ十分な情報・意見交換を経て、受入れ者の要件や受入
枠の設定、送り出し・受入れ機能の一元化など適切な仕組
みや体制を整備することを前提条件として受入れを認めるこ
ととしているところであり、経済連携協定の枠組みとは別
に、さらに、このような経済連携協定による受入れがまだ開
始されていない現時点で、ご要望のような方法により、広く
外国人介護福祉士の受入れを認めることは適当でないと考
えている。

列挙した項目については、例えば、外国人子弟の不就学が
非行や犯罪につながり、治安面に影響を与える恐れがある
など、相互に密接に関係していると考えられることから、各
項目について個別に検討を行うのではなく、あくまでも総合
的に検討を行うことが重要と考えている。
いずれにしても、外国人労働者受入れ問題は、国政上の重
要課題であり、国民的コンセンサスを踏まえた上で判断する
ことが必要不可欠であり、今後も、長期的視点に立って労使
を初めとする国民各層の意見が反映される形で、十分議論
を深めていくことが重要と考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130129

zA130130

制度の
所管省庁等

項目

法務省 厚生労
外国人の介護分野での在留資格の
働省 警察庁
整備【一部新規】
外務省

法務省 警察庁
専門的・技術的分野の外国人労働
厚生労働省 外
者の範囲の見直し【新規】
務省

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A215

5053A217

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

4

4

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

215

217

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）

介護福祉士の資格取得者や外国にお
ける隣接職種の資格者で一定の日本語
能力を有する者等については、当該分
野に関わる新たな在留資格を設け、わ
が国における介護分野での就労を認め
るべきである。更には、日本の国家資格
を取得するための準備活動の一環とし
外国人の介護分野での在留資格の整備 て、一定の日本語能力を有する者が
【一部新規】
ホームヘルパー等の公的資格を取得し
てわが国で就労することを認めるととも
に、これら資格を母国で取得できるよう
厚生労働大臣等が指定した介護福祉士
養成施設や訪問介護員養成研修事業者
が日本語教育ならびに日本と同様の課
程を実施する分校を海外で設置できる制
度を設けることを検討すべきである。

介護は、少子化・高齢化が進む中、将
来的に労働力不足が深刻化すると予想
される分野であり、わが国の介護サービ
スの維持・充実の観点から、諸外国より
優秀な人材を受け入れることが重要であ
る。今回の日比合意は、とりわけこれま
で専門的・技術的分野とみなされていな
かった介護分野での外国人の就労の途
が開かれた点で、その第一歩として評価
できる。しかし、わが国の介護サービス
の維持・充実の観点から、ＥＰＡ交渉にお
いて合意した場合に限らず、同分野での
外国人受け入れの一層の促進に取り組
むべきである。

2004年11月に日比経済連携協定が大
筋合意に達したことにより、一定の要件
を満たすフィリピン人の介護福祉士候補
者の入国を認め、日本語等の研修修了
後、日本の国家資格を取得するための
準備活動の一環としての就労（滞在期間
の上限４年）や、国家試験を受験後、国
家資格取得者は介護福祉士として引き
続き就労することが認められることとなっ
た。同時に、日本語の研修修了後、課程
を修了した者に介護福祉士の国家資格
が付与されることとなる日本国内の養成
施設へ入学する枠組も設けられることと
なった。しかし、具体的な受入れ人数に
ついては、日本側がフィリピン側と相談し
て決めるとされ、与えられる在留資格も
「特定活動」と暫定的な対応となってい
る。また、他の外国人については、たとえ
介護福祉士の国家資格等を取得しても、
介護分野での就労を目的とした入国は
認められていない。

現在では専門的、技術的分野に該当
するとは評価されていない分野における
外国人労働者の受入れについて、内閣
に必要な体制を整備し、政府全体として
結論を先送りすることのないよう期限を
明確にした上で可及的速やかに検討を
進めていくべきである。当面、例えば「技
能」の在留資格で認められる活動とし
て、入管法別表第一に定められている
「産業上の特殊な分野に属する熟練した
専門的・技術的分野の外国人労働者の 技能を要する業務に従事する活動」をよ
範囲の見直し【新規】
り広く解釈して基準省令を見直すととも
に実務経験要件を緩和すること等によ
り、わが国の産業競争力、地域経済、な
らびに国民生活の維持・強化の観点から
必要な外国人受入れを推進すべきであ
る。同時に、「企業内転勤」の在留資格
についても、上記見直しを進めつつ、現
在認められている「技術」又は「人文知
識・国際業務」に加え、「技能」の在留資
格に該当する活動を適用する方向で検
討すべきである。

今後、労働力人口の減少が不可避的
な状況にある中、わが国の国際競争力
の維持・強化等を図る上では、わが国に
とって付加価値の高い外国人労働者を
現在、就労を目的とする在留資格とし
適切に受け入れていくことが重要であ
て出入国管理及び難民認定法で定めら
る。とりわけ、わが国の競争力の源泉で れているのは、「投資・経営」、「研究」、
ある生産現場や関連サービス分野にお 「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業
ける高度の技術・技能、知識・ノウハウを 内転勤」、「技能」等の14資格（「外交」、
有する人材や、豊かな国民生活や地域 「公用」を除く）であり、このうち、主に企
経済を維持する上で不可欠な人材など 業活動の中で必要とされる各資格の具
をより積極的に受け入れる必要性が高 体的な要件は、出入国管理及び難民認
まりつつある。具体的には、①マシン
定法第７条１項第２号の基準を定める省
キーパー（生産システムのメインテナンス 令にて定められている。2005年３月29日
を迅速かつ確実に行うため電気機械等 に策定された『第三次出入国管理基本
に関する高度かつ広範囲な専門的知識 計画』では、専門的・技術的分野の外国
と技能を有する）、②セールスドライバー 人を積極的に受け入れる姿勢を引き続
（顧客満足度の向上を図るため単なる商 き示し、「現行の在留資格や上陸許可基
品の輸送だけでなく新規注文・改善提
準に該当しないものでも、専門的、技術
案・要望の受付けや商品に係わる情報 的分野と評価できるものについては、経
提供等を行うための必要な専門知識・ノ 済、社会の変化に応じ、産業及び国民生
ウハウを有する）③バリ式エステのトレー 活に与える影響等を勘案しつつ、在留資
ナー（わが国ホスピタリティ産業のサービ 格や上陸許可基準の整備を行い、積極
ス向上に不可欠であり日インドネシアＥＰ 的な受入れを進めていく」と指摘するとと
Ａ協議においてインドネシア側からも関 もに、「受入れに伴うプラスとマイナスの
心が示されている）、④技能実習修了後 側面を十分勘案しつつ、現在では専門
の就労（わが国の産業競争力、地域経 的、技術的分野に該当するとは評価され
済、国民生活の維持・強化に必要な分野 ていない分野における外国人労働者の
において特に高度な技能を修得した者 受入れについて着実に検討していく」とし
の就労で日インドネシアＥＰＡ協議におい ている。
てインドネシア側からも関心が示されて
いる(詳細は要望事項番号220参照））等
の受け入れにつき要望がある。、
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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）

管理コード

zA130131

zA130132

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

化学物質の審査及
び製造等の規制に
関する法律 第３条
第４条
化学物質の審査及
び製造等の規制に
関する法律施行令
厚生労働省 環 化審法における新規化学物質の安
第２条
境省 経済産業 全性試験に関しての規制緩和【新
新規化学物質に係る
省
規】
試験並びに第一種
監視化学物質及び
第二種監視化学物
質に係る有害性の調
査の項目等を定める
省令 第１条

厚生労働省

クリーニング業における都道府県
の衛生措置規制の見直し【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

化審法においては、化学物質が環境を
経由して人の健康又は動植物の生息・
生育に与える影響を未然に防止するこ
とを目的に、新規化学物質を試験研究
用以外に、製造又は輸入しようとする
者は、あらかじめ厚生労働大臣、経済
産業大臣及び環境大臣に必要事項を
事前に届け出ることとされている。

洗濯物の受取及び引渡しの営業を行う
に当たって営業者が講じなければなら
クリーニング業法第 ない措置については、一定の事項は法
３条
律上に規定されているが、その他は都
道府県が条例で必要な措置を定めるこ
ととしている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

化学物質が他の製品の製造のために
使用されたりせず、当該新規化学物質
を製造する者又は当該新規化学物質
を譲受する者の試験、実験、研究、開
発、検査等のために当該新規化学物質
を製造する限りにおいては、法第３条第
１項第２号の「試験研究のために新規
化学物質を製造し、又は輸入しようとす
るとき」に該当するために、事前の届出
等は必要ではない。

e

ｃ

Ⅳ

１ 洗濯物の受取及び引渡しの営業を
行うに当たって、営業者が講じなけれ
ばならない措置については、クリーニン
グ業法第３条において具体的に規定さ
れているが、最低限必要とされる一定
の措置以外については、同条第３項第
６号の規定に基づき、各地方公共団体
がそれぞれ必要と判断する措置を条例
で定めることとしており、これは地方自
治法上のいわゆる自治事務に区分され
るものである。
２ このため、同号に基づき各地域の実
情に応じて地方公共団体が定める措置
について、国が一定の規制を除外させ
るために、その内容に介入することは、
地方自治の本旨に反すると考えられる
ことから、当該措置を行うことは困難で
ある。
３ なお、提案内容で具体的に掲げて
いる規制の緩和については、当該規制
を定めた各地方公共団体で対応すべき
問題であると考える。
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その他

当室からの
再検討要請

通知・公表等により、周知徹底を図るべ
きであり、対応を検討され示されたい。

クリーニング業法における規制の体
系が、細部の規制については地方の判
断を尊重する体系となっていることは理
解いたしました。ただ、不必要に重い規
制については、クリーニング業法の趣
旨にも反することになるのではないかと
考えます。そのような観点から、要望者
が指摘しているような規制について、国
として考え方を示すことをご検討してい
ただけないでしょうか。コンビニエンスス
トアでクリーニング取次サービスが行え
るようになれば、国民の利便に資すると
ころ大であると考えます。東京都におい
ては既に措置がとられているとのことで
あり、前向きなご検討をお願いいたしま
す。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

e

c

-

「化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律の運用について」（平成１６
年３月２５日薬食発0325001号、平成１
６・０３・１９第３号、環保企発第０４０３２
５００１）にて既に通知している。

Ⅳ

前回の検討要請に対する回答でも示し
たとおり、クリーニング業法において
は、洗濯物の受取及び引渡しの営業を
行うに当たって営業者が講じなければ
ならない措置については、最低限必要
とされる一定の措置を除き、各地方公
共団体が自治事務として各地域の実情
に応じて条例により定めることとしてい
るところであり、要望で示されているよう
に、東京都が定めている規制を判断基
準として他の地方公共団体のそれが過
剰な内容になっていると指摘し、当該規
制を除外するためにその内容に介入す
ることは、クリーニング業法第３条第３
項第６号の規定の趣旨及び地方自治
の本旨に反するものであり、当該措置
を行うことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130131

zA130132

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省 環 化審法における新規化学物質の安
境省 経済産業 全性試験に関しての規制緩和【新
省
規】

厚生労働省

クリーニング業における都道府県
の衛生措置規制の見直し【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A239

5053A240

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

239

240

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）

少量新規申請による製造可能量を１t/
年以下から、10t/年以下まで引き上げる
べきである。
また、安全性試験の項目数を削減し、
化審法における新規化学物質の安全性
試験条件（反復投与試験の日数や分解
試験に関しての規制緩和【新規】
度試験の期間の短縮など）を見直すべき
である。具体的には、２〜３ヶ月程度で安
全性試験が完了し、化審法の申請が可
能にすべきである。

一般的に電子材料用途の新製品上市
新規化学物質の製造には、下記の安
にあたっては量産での実証試験が必要
全性試験が必要とされている。
であり、実証テストには１t/年以上の新
①少量新規申請：１t／年以下の製造が
規化学物質数量が必要であり、上市され
可能。
ることになった場合は、新規化学物質が
②部分安全性試験を実施し、難分解・低
10t/年以上使用されることになる。
蓄積性と判定されたもの：10ｔ／年以下
しかし、少量新規申請による製造可能
の製造が可能である。（テスト費用：約
量が１t/年以下では、実用検証に必要な
600万円、テスト期間：約１年）
数量に足りない。また、新規化学物質の
③安全性試験の完了後、白公示物質と
安全性試験には部分的な試験でも最短
判定されたものは製造可能である。
で約１年が必要な現在の規制では、研究
一方、１種監視物質、２種監視物質、３
で新規化学物質の機能が確認された
種監視物質と判定されたものは製造可
後、実証試験着手までに年単位の期間
能であるが、数量公表が必要とされてい
が必要になるため、新規化学物質は上
る。
市のタイミングを失ってしまう。

各都道府県におけるクリーニング業に
おける規制を見直し、クリーニング業の
取次所に求められる衛生措置を緩和す
クリーニング業における都道府県の衛生 べきである。具体的には、一定の基準を
措置規制の見直し【新規】
満たすクリーニングボックス等を設置した
事業者については、隔壁規制など必要
最低限の規制以外の衛生措置の適用を
除外すべきである。

営業面積が制限されたコンビニエンス
ストアでクリーニング取次サービスを提
供しようとした場合、上記①〜④の規制
が大きな障害となる。東京都では、障壁
を設けた上で、品物を預かる預かり庫と
仕上がり品を保管する保管庫が一体と
なったクリーニングボックスを設置すれ
ば、コンビニエンスストアの店内で取次ぎ
サービスを提供することを認めている。こ
うした事例を参考として、一定の要件を
満たしたクリーニングボックスを設置した
場合には、隔壁規制以外の規制を適用
除外とするよう、厚生労働省は技術的助
言を示すべきである。
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都道府県が定める条例及び細則に
よって、クリーニングの営業者が行わな
ければならない衛生措置が都道府県ご
とに異なっている。この結果、コンビニエ
ンスストアがクリーニング取次所を設置
するにあたり、全国一律の対応が困難に
なっている。 （具体例）
①面積規制
千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県：6.6㎡
岐阜県：3.3㎡
②隔壁規制
静岡県：食品とは完全に遮断した構造
③受付け時の内容確認義務
神奈川県：カウンターで数量・内容の確
認義務
④受付の専用レジ
神奈川県：専用レジでの受付

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130133

zA130134

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

社会福祉法人の事業用資産要件
の緩和

社会福祉法第２５条に規定する資産要
通知「社会福祉法人 件については、「社会福祉法人の認可
の認可について」 について」によって、要件の緩和の措置
がなされている。

地域高度密着病院(仮称）の新設

医療法上、病院と診療所について、病
院は20床以上、診療所は19床以下の
施設であると定義されており、構造設備
基準及び人員配置標準は、病院が科
学的で適切な診療の提供を目的として
いる施設であることから、医療法におい
て診療所よりも厳しい諸基準が設定さ
医療法第1条の５等 れている。
また、医療計画に基づく病床規制につ
いても、病院及び療養病床を有する診
療所は対象となる一方、療養病床以外
の病床を有する診療所については、患
者の長期入院を予定していないなど、
病院の病床等とは機能を異にすること
から、病床規制の対象にはならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

C

Ⅳ

社会福祉法人はサービスの安定供給という役割が求めら
れていることから、社会福祉施設を経営する場合は、そのた
めに直接必要なすべての物件について所有権を有している
こと、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許
可を受けていることを原則としている。
しかしながら、都市部等土地の取得が困難な地域等一定
の場合においては、一定の条件の下に不動産について国
又は地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支
えないこととしている。
社会福祉法人は、社会福祉施設に要する不動産について
多くの場合役員等からの寄附により取得しており、直接必要
なすべての物件については原則として所有権を有すべきこ
とから、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けて
いる役員等から賃借により不動産の貸与を受けることは、
望ましくないこととしている。また、役員等からの賃借を認め
ると、特別な利害関係を有することとなり法人運営が影響を
受けたり、賃借料が実質的な役員報酬となることも懸念され
る。
また、国又は地方公共団体以外の者から不動産の一部を
賃借する場合におけるその賃借料の水準が高い場合には、
利用者サービスに用いるべき資金が減少してしまい結果と
してサービスの低下を招くこととなり、また法人の経営の安
定性を損なうことから、その賃借料は、極力低額であること
が望ましいと考えている。

Ⅰ

要望の趣旨が不明。単に病床規模の
小さい病院であれば、現行制度で対応
可能であり、新たに「地域高度密着病
院」なる類型を設ける必要がない。
仮に、病床規制の特例を設け、緩和す
るという趣旨であれば病床の増加を通
じて医療費の増大を招くおそれがある
ことから、認められない。
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その他

当室からの
再検討要請

本提案の趣旨は、都市部における施設サービスへの利
用者のニーズが高いにもかかわらず、不動産賃貸への規制
がネックとなっていることに鑑み、規制を緩和し、利用者に
とって、利便性の高い都市部や住みなれた地域に施設立地
を促進することを企図するものである。これによって現行施
設の地域分散化、小規模化、多機能化が図られるなど、大
規模施設に多額の施設整備補助金を投入することに比べ、
利用者満足度の確保等効果は大きいものと考える。厚生労
働省の回答は、社会福祉法人経営の安定性を確保するた
めに不動産の賃貸は、極力低額であるべきであるという論
旨であるが、さらなるご検討を願いたい。①まず「極力低額」
とのことであるが、極力低額の基準が不明確であるため、恣
意的な判断（行政指導）になっている。極力低額であるなら
ば、例えば「収入の○％以内」とするような明確な基準にす
るべきではないか。②「経営の安定性」については、第一義
的に当該法人の理事会が、責任をもって担うべき課題であ
り、過度な介入は社会福祉法第６１条第二項に定める、社
会福祉法人等に対する、自主性の尊重、不当な関与の禁止
に抵触するものである。③法人役員との特別な利害関係へ
の懸念については、例えば複数の不動産鑑定士の評価を
義務つける等第三者性を担保することによって、適正な賃
貸水準の確保穂を図るとともに、そうした評価の公開等によ
り透明性を高めることによって解決することができる。④そも
そも法人役員との不動産賃貸に対する規制は、私権の制限
にあたり、通知、通達によって制限できる事項ではないので
はないか。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅳ

厚生労働省としても、地域的にバランスのとれた社会福祉
施設の整備を図っていくことは重要と考えており、都市部等
土地の取得が困難な地域においては、不動産の賃借による
施設の設置を認めているところ。また、賃借料の水準につい
ては、安定した経営の下で良質なサービスを提供するた
め、極力低廉な水準であることが望ましいと考えているが、
これは、可能な限り低いコストで不動産を調達するという当
然のことを求めているもの。
なお、ご指摘のあった事項に関する当省の見解は以下のと
おり。
（①について）
賃借料の水準については、法人認可を行うに当たり、賃借
料の水準だけではなく、資金計画の妥当性も勘案し審査を
行っており、よって個々の事例に応じて判断すべきであり、
賃借料の水準に一律の基準を設けることは困難であり考え
ていない。
（②について）
公益法人である社会福祉法人の設立認可等に際し、安定
した経営が確保できる適切な資金計画を有しているかを審
査することは、社会福祉法の趣旨に照らして必要であり、法
人に対する不当な関与には当たらない。
（③について）
法人が法人の役員等から不動産を賃借する場合、両者は
利益相反の関係になることから、適切な契約の締結が求め
られることは御指摘のとおりである。契約は適切に締結され
る必要があるが、法人の役員等からの不動産の賃借を一律
に禁止しているものではない。
（④について）
役員等からの不動産の賃借は一律に禁止されてはおら
ず、役員等の私権を制限するものではない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130133

zA130134

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

社会福祉法人の事業用資産要件
の緩和

地域高度密着病院(仮称）の新設

要望
管理番号

5054

5056

要望事項
管理番号

5054A001

5056A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

その他の法人

特定非営利活動法人瀬戸内
医療福祉団

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

社会福祉法人の事業用資産要件の緩和

地域高度密着病院(仮称）の新設
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具体的事業の
実施内容

要望理由

社会福祉法人の事業用資産の要件緩和
し、多様な事業形態に対応する。

社会福祉法人が行う第一種社会福祉
事業、第二種社会福祉事業ついては、そ
の用地・建物は基本財産として自己所有
が原則となっている。一部賃貸が認めら
れる場合にも、賃借料の水準について無
料又は極力低額の記述があり、さらに当
該法人の理事長又は当該法人から報酬
を受けている役員等から賃借により貸与
を受けることは、望ましくないとの記述が
ある。
社会福祉法人に対しては、
地域の多様な福祉ニーズに対応するた
めに、サービスの多機能化、地域分散が
求められている。しかし上記の規制によ
り、不動産の提供者にとってメリットが少
なく、都市部に施設設置が困難である。
そのために新規参入の大きな妨げとなっ
ていると考えられる。

・地域高度密着病院の新設を要望する。
当該病院は、医療計画における一般病
床、療養病床、結核、精神、感染症の病
床数算定において、地域内の一般病床
数を療養病床の算定に準じて算出し、そ
の数を超えない範囲で、一定の紹介率と
一定の住民要望者数、その他、法令で
定められた構造設備と人員配置の各要
件を満たす病院であって、市町村長が推
薦し、都道府県知事が承認する. 病床数
は50床以下で高度に地域へ密着した医
療サービスを提供する病院として称す
る。
・当該病院は、保険医
療機関または特定承認保険医療機関と
し、厚生労働大臣が定める選定療養を
含む特定療養費とその他の保険外費用
の受領ができる医療機関とする。

社会保障給付費の伸びを抑制する政策にも係わる医療計画（医療
法第30条の3）は、病院病床数の規制と医療機関の相互連携による
機能分化と効率化を意図し医療の提供体制を規制するものだが、地
域医療の実態にそぐわない面も少なくない。また、こういった制度そ
のものが災いして医療費の無駄を生み、非効率化の温床になってい
ることも否めない。そこで、医療連携による機能分化の推進や医療
圏ごとの医療水準確保において、既に設けられた地域医療支援病
院や特定機能病院に、民意の色濃い医療をより強く反映できる医療
機関を加えることも必要な政策である。地域ごとに異なる医療事情を
組み入れるために、優良な小規模病院が新たに定められれば、医
療の安全と質を確保しながら、医療の全国均霑化と医療費の無駄を
省き高齢化に伴う伸びを抑制するなど、将来的に望ましい新たな医
療環境を生む。これが本要望の理由である。こういった民意の色濃
い病院の主導で構築される近隣診療所や近隣病院から成る地域の
チーム医療体制を整備することは日本型医療において不可欠であ
る。こういった形の医療ネットワークの中核病院の条件は、比較的小
規模で小回りが効き、院内の疎通の良いことが絶対的要件であり、
このような病院を法的に定めようというのが本要望である。地域高度
密着病院（仮称）と称して新設を提言する。この新設は、既存の病院
や診療所を巻き込み地域の医療体制を再編し、より現実的に地域医
療の実態にそった新体制をつくる切欠となるばかりか、医療のシステ
ム的効率化と医療費の無駄を無くす。この概念に基づく病院群は、
当該病院とそれに連携する複数の医療機関で診療ネットワークの一
単位を形成し、この単位を支持する地域住民の集団から、人的支援
（ボランテイア）や寄託、寄付等を受けるようにすれば、現行の官製
医療分野における一部を民間市場化でき、官の規制する医療提供
体制と健康保険制度の両面からの改革が推進される。医療提供体
制に関しては、民の理念にもとづく新たな体制の創出が可能となり、
健康保険制度に関しては、預託金の寄託なども含み公的制度の一
部を肩代わりする民の健康保険業務への参入を実現する。更に、そ
ういった財源がもとになり医療以外の介護サービスや、公的保険の
一部負担金、あるいは国内未承認薬や医療材料など、医療全般に
おける保険外費用へ充てることへの期待が膨らむ。こういった流れ
は、国の財政支援にもつながり、現行の社会保険制度における一部
負担金の引上げなどは今以上に容易となる。高齢社会における社
会保障給付費の抑制から持続可能な皆保険制度の維持へも大きく貢

高度地域密着病院は、地域完結型の
診療ネットワークの中核病院として、近
隣のさまざまな標榜科の医師または医
療機関と連携し、地域が必要とする、あ
らゆる診療に対応できる人的配置と、設
備、機器、施設を備え、救急医療へも対
応できるオープン型病院のシステムを整
備する。また、このネットワークの幹事施
設として、連携する医師または医療機関
への経営的、医学的支援を含む統合的
管理を行う。その財源となる診療報酬
は、制度的な規制緩和を受けて、寄付、
寄託、健康保険からの診療報酬をもって
あてる。

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）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

「分野調整指導事業

zA130135

厚生労働省

鳥取県生活衛生営業指導センター の実施について」（昭
が実施する国庫補助対象事業に係 和61年７月９日付け
衛指第110号生活衛
る国の実施要領の改正
生局長通知）

制度の現状

都道府県生活衛生営業指導センターが
行っている分野調整指導事業におい
て、同センターは、左記の通知に基づ
き、分野調整事業協議会の委員の委嘱
及び当該協議会運営要領設定の際に
都道府県知事と協議を行うこととしてい
る。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ａ

Ⅳ

理容師法第３条及び
zA130136

厚生労働省

理容師・美容師養成施設の指定及 理容師養成施設指 理容師・美容師養成施設の指定及び指
定規則第11条並び
び指定取り消しに係る事務を都道 に美容師法第４条及 定の取消しは、厚生労働大臣の権限と
されている。
府県に委譲
び美容師養成施設
指定規則第10条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅰ

昭和61年７月９日付け衛指第110号生
活衛生局長通知において、分野調整事
業協議会の委員の委嘱及び協議会運
営要領の設定の際に都道府県知事と
協議することと規定している点について
は、各都道府県生活衛生営業指導セン
ターが、それらの協議の必要性を自主
的に判断し、必要に応じて行うことがで
きるよう、今年度中に所要の通知改正
を行うこととする。

１ 理容師養成施設又は美容師養成施
設においては、理容業又は美容業を行
うに当たって必要な専門知識、技術を
身に付けることを目的としており、それ
ぞれの養成施設の卒業は、全国一律
の国家試験である理容師試験又は美
容師試験の受験資格の要件の一つとさ
れていることから、その指定及び指定
の取消しに関する事務は全国一律の
判断基準をもって厚生労働大臣が行う
こととしている。
２ 仮に、当該指定及び指定の取消し
に関する事務を都道府県に権限移譲し
た場合には、地域間で、養成施設を卒
業した者が有することとなる専門知識、
技術にばらつきが生じる可能性があり、
理容師試験又は美容師試験を全国一
律的な国家試験として行うことが困難と
なるおそれがあることから、当該措置を
行うことは困難である。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

zA130135

厚生労働省

鳥取県生活衛生営業指導センター
が実施する国庫補助対象事業に係
る国の実施要領の改正

5057

5057A002

1

1

zA130136

厚生労働省

理容師・美容師養成施設の指定及
び指定取り消しに係る事務を都道
府県に委譲

5057

5057A003

1

1

要望主体名

鳥取県

鳥取県

要望
事項番号

2

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

鳥取県生活衛生営業指導センターが実 指導センタ−の自主性を尊重する観点
施する国庫補助対象事業に係る国の実 から、県との協議は不要とすべきと考え
施要領の改正
る。

理容師・美容師養成施設の指定及び指 指定業務の迅速化及び申請者の利便性
定取り消しに係る事務を都道府県に委 の観点から都道府県に委譲を要望す
譲
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

実施要領に規定する県協議内容が不明
確であり、センタ−に対して過度の負担
を強いる事になる。

現行では
①開設予定者 → 厚生労働大臣に指
定申請
②厚生労働大臣 → 都道府県に調査
依頼
・理容師法第４条・理容師法施行令第
１条
・美容師法第４条第５項・美容師法施
行令第１条
③都道府県 → 調査・調査結果の報告
④国は都道府県が実施した調査結果を
もとに指定
する流れになっており、申請者の利便性
を考えると、時間がかかりすぎてしまうた
め。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130137

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

健康増進法第25条
厚生労働省健康局
受動喫煙防止について施設管理者 長通知（2003.4.30)
職場における喫煙対
に義務化をはかる措置【新規】
策のための新ガイド
ライン

制度の現状

多数の者が利用する施設を管理する者
は、これらを利用する者について、受動
喫煙を防止するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない（健康増
進法第25条）。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

公共の場における受動喫煙防止対策については、健康増
進法第２５条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧
場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食
店」等の幅広い対象施設を管理する者に受動喫煙を防止す
るために必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。
これらの施設がとるべき措置の具体的方法については、全
面禁煙は受動喫煙防止対策として極めて有効であるが、施
設の規模、構造、利用状況等が各施設により様々であり、
施設の様態や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防
止対策を進める必要があるため、「分煙効果判定基準策定
検討会報告書」等を参考にした適切な分煙措置をとることを
認めており、一律に全面禁煙を義務づけることは困難であ
る。
なお、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、
①特に対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指
導の強化を図ること
②効果の高い分煙に関する知識の普及を図ること
などに重点を置き、様々な機関、団体等の協力を得ながら
受動喫煙防止対策を推進しているところである。
また、職場における喫煙対策については、平成１５年５月
「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」に
より受動喫煙防止のために有効な喫煙室等の設置を推進し
ているところであり、本年６月「職場における喫煙対策のた
めのガイドライン」に基づく対策の推進についての労働基準
局安全衛生部長通知により、都道府県労働局長あてに喫煙
室により「十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫
煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨す
る」ことを事業者等に指導するよう通知しているところであ
る。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討されたい。

zA130138

厚生労働省 財
包括的なタバコ規制法を制定する
務省 警察庁
措置【新規】
文部科学省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

健康増進法第25条
厚生労働省健康局
長通知（2003.4.30)
21世紀における国民
健康づくり運動（健康
日本２１）
職場における喫煙対
策のための新ガイド
ライン

多数の者が利用する施設を管理する者
は、これらを利用する者について、受動
喫煙を防止するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない（健康増
進法第25条）。

ｄ

Ⅰ

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の審議
過程において、各関係省庁は、本条約を批准するために必
要な国内法の整備を既に行ってきたところであり、厚生労働
省としては「たばこの煙にさらされることからの保護」（受動
喫煙の防止）について、健康増進法第２５条に基づき種々の
施策を講じている。したがって、受動喫煙について、別途新
たな法律を制定する必要はないものと考えている。
またこの他に厚生労働省としては、
①平成１２年から実施している「健康日本２１」に掲げる、「喫
煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及」、「未
成年者の喫煙の防止」、「公共の場や職場での分煙の徹底
及び効果の高い分煙についての知識の普及」、「禁煙を希
望する者に対する支援プログラムの普及」について、具体的
な目標を立てたたばこ対策の推進、
②新たな「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の
策定
など、たばこが健康に及ぼす影響から現在及び将来の世代
を保護するというたばこ規制枠組条約の趣旨に沿ったたば
こ対策を推進しているところである。
さらに、平成１６年６月に「たばこ対策関係省庁連絡会議」を
設置し、本年１月の第１回会議において未成年者の喫煙防止

187/216

(1)例えば，公共交通や公共性の高い場所でのタバコ広告
は禁止（製造たばこに係る広告を行う際の指針，自主規制）
となったが，プラットホームの自販機や喫煙所では堂々と広
告があり，公道のタバコ店と自販機には広告が掲げられて
いる。公共性の高い新聞や雑誌では大きなカラー広告がさ
れている。タバコパッケージの健康警告表示は諸外国に比
べビジュアル性に欠けていて警告効果は不十分である。イ
ンターネットでタバコが販売されている。タバコ価格は諸外
国に比べても相対的に安すぎる。学校では，高校生の懲戒
の半数は喫煙によると公表されていて，喫煙防止教育だけ
では学校現場は対処できない。(2)国民の健康づくりと医療
費引き下げのために，受動喫煙防止の徹底（義務化）は必
須であり，知識の普及やガイドラインの策定だけでは進みが
たい。また子ども・胎児の受動喫煙防止保護は喫緊であり，
禁煙治療の保険適用（診療報酬の点数化），及び禁煙希望
者への支援に留まらずより進めた健診や人間ドックにおけ
る喫煙者への「要・禁煙治療通知」の義務化（安全衛生法及
び老人保健法関係），転業支援などが不可欠である。健康
日本２１は，2010年までに未成年の喫煙をなくす目標値を掲
げているが，現行の自販機や広告施策などでは到底目標を
達成できないし，その方策も提示されていない。(3)これら諸
課題は，既成のたばこ事業法と健康増進法の手直し，及び
未成年者喫煙禁止法の運用だけでは対処が進み難い。課
題は省庁の枠組みを越えているし，「たばこ対策関係省庁
連絡会議」は１年以上を経過するも実績を作り得ていない。
たばこ規制枠組条約を受けた法体系の構築整備が喫緊に
不可欠であり，政府としてより高い見地から，たばこ規制枠
組条約第２条で「締約国はこの条約を越える措置をとること
が奨励される」ことからも，本条約第５条に沿って内閣府主
導の整合性のある「包括的なタバコ規制法」を制定する方向
に舵をとるべきである。

前回回答したとおり、 「たばこの規制に関する世界保健
機関枠組条約」の審議過程において、各関係省庁は、本条
約を批准するために必要な国内法の整備を既に行ってきた
ところであり、厚生労働省としては「たばこの煙にさらされる
ことからの保護」（受動喫煙の防止）について、健康増進法
第２５条に基づき種々の施策を講じている。したがって、受
動喫煙について、別途新たな法律を制定する必要はないも
のと考えている。

d

Ⅰ

またこの他に厚生労働省としては、
①今年度中に禁煙支援マニュアルを策定するほか、
②未成年者や子どもへの影響の大きい父母等に対する喫
煙防止対策及び特に受動喫煙防止対策が遅れている娯楽
施設等における受動喫煙防止対策を効果的に推進すること
に重点を置いたたばこ対策緊急特別促進事業を実施してお
り、
たばこが健康に及ぼす影響から現在及び将来の世代を保
護するというたばこ規制枠組条約の趣旨に沿ったたばこ対
策を推進しているところである。
さらに、平成１６年６月に「たばこ対策関係省庁連絡会議」
を設置し、本年１月の第１回会議において未成年者の喫煙
防止対策、受動喫煙防止対策の一層の推進を図っていくこ
とを確認したところであり、今後とも関係省庁と密接な連携
を図りながら、たばこ対策に積極的に取り組んでいくこととし
ているところである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130137

zA130138

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

受動喫煙防止について施設管理者
に義務化をはかる措置【新規】

厚生労働省 財
包括的なタバコ規制法を制定する
務省 警察庁
措置【新規】
文部科学省

要望
管理番号

5072

5072

要望事項
管理番号

5072A004

5072A006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

4

要望主体名

特定非営利活動法人「子ど
もに無煙環境を」推進協議
会

特定非営利活動法人「子ど
もに無煙環境を」推進協議
会

要望
事項番号

4

6

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）

2003年５月１日施行の「健康増進法」第
25条で，公共の場での受動喫煙の防止
の努力義務が管理者に課せられた。本
法を受けて同年４月30日の厚生労働省
健康局長通知で，「全面禁煙は，受動喫
煙防止対策として極めて有効である」と
された。本法及び通知を受けて，自治体
庁舎の全面禁煙や学校敷地内禁煙，金
融機関のロビー・ＡＴＭコーナーの禁煙，
警察の公の場，航空機，首都圏の私鉄
の禁煙などが進んでいる。
受動喫煙防止の施設管理者への義務付
しかし本法は努力規定であるために，
けにより，受動喫煙による健康損傷から
レストラン・食堂，理美容店，公衆浴場，
国民の健康が守られ，かつ喫煙者自身
タクシー，JRの一部，公道，職場などの
受動喫煙防止について施設管理者に義
も禁煙への動機付けになることから，医
禁煙は必ずしも進んでおらず，受動喫煙
務化をはかる措置【新規】
療費減少や喫煙による社会的損失の減
から国民の健康を守る対策が徹底して
少により，国民福祉の増進が図られる。
いるとは言えない。本法と同じ厚生労働
省労働基準局が所管している「職場にお
ける喫煙対策のための新ガイドライン」
（2003年５月）では，全面禁煙に触れず，
「受動喫煙を確実に防止する観点から，
可能な限り，非喫煙場所にたばこの煙が
漏れない喫煙室の設置を推奨する」とし
ている例を見るように，分煙は受動喫煙
防止策としては不十分であり対策を阻ん
でいる面があるので，管理者に全面禁煙
を基本とした受動喫煙防止の義務を課
するべきである。

「健康増進法」第25条で，公共の場で
の受動喫煙の防止の努力義務が管理者
に課せられ，厚生労働省健康局長通知
で，「全面禁煙は，受動喫煙防止対策と
して極めて有効である」とされ，この本法
及び通知以前より，分煙・禁煙はわが国
でも進みつつあったが，本法施行以後，
禁煙がよりいっそう進んでいるところであ
る。
しかし本法は努力規定であるために，
・理戦７８ 中田ゆり「サービス業の分煙
レストラン・食堂，理美容店，公衆浴場，
は遅れている」（2004.10）資料９
タクシー，JRの一部，公道，職場などの
禁煙は必ずしも進んでおらず，受動喫煙
●一体的に実施希望事項番号6
から国民の健康を守る対策が徹底して
いるとは言えず，分煙は受動喫煙防止
策としては不十分であり対策を阻んでい
る面がある。例えば，レストランや旅行ツ
アーなどで，非喫煙者が喫煙席に座らさ
れることは受動喫煙防止上あってはなら
ない。これらの抜本的改善のために，管
理者に全面禁煙を基本とした受動喫煙
防止の義務を課するべきである。

わが国でも，たばこ規制枠組条約が発
効したことから，タバコの健康対策をメイ
ンにした包括的なタバコ規制法を制定
し，日本政府として整合性のある対策を
進めるべきである。この内容としては，受
動喫煙防止，家庭における受動喫煙防
止，未成年者喫煙禁止対策，喫煙防止
教育，禁煙治療と喫煙者の禁煙推進サ
ポート，タバコ製品への健康警告表示，
タバコ広告とスポンサーシップ規制・禁
止，タバコ消費税の対策費への充当，タ
バコ消費税率の引き上げ，転業支援，免
税タバコの販売禁止，対策推進機構・態
勢の設置，調査・モニタリングと広報セン
ターの設置などを含む包括的な法律とす
べきである。

わが国でも，たばこ規制枠組条約が発
効したことから，タバコの健康対策をメイ
ンにした包括的なタバコ規制法を制定
し，日本政府として整合性のある対策を
進めるべきことが期待されている。
タバコに関係した法律としては，たばこ
事業法，及び健康増進法第25条がある
が，特に健康増進法については，受動喫
●一体的に実施希望事項番号1，2，3，
煙防止が１条あるだけで，余りに不十分
4，5，7
である。上記の法の改廃を含め，たばこ
規制枠組条約を受けた法体系の構築整
備が喫緊に不可欠であり，条約第２条で
「締約国は，この条約を越える措置をと
ることが奨励される」ことからも，包括的
なタバコ規制法を制定すべきである。

包括的なタバコ規制法を制定する措置
【新規】
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たばこ規制枠組条約の発効を受け，現
在政府に，たばこ対策関係省庁連絡会
議が12省庁で設けられている。タバコ対
策は多岐に亘るが，これらを網羅した包
括的なタバコ規制法の制定により，国内
的且つ国際的なタバコ対策の推進が期
待される。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130139

zA130140

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

裁量労働制の緩和

該当法令等

１労働基準法第38条
の3
労働基準法施行規
則第24条の2の2
平成9年2月14日労
働省告示第7号
２労働基準法第38条
の4
平成11年12月27日
労働省告示第149号

確定給付企業年金
法第４条
確定給付企業年金における規約・
確定給付企業年金
運用管理規定等に関する手続きの 制度について（平成
簡素化
１４年３月２９日年発
第０３２９００８号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

１ 専門業務型裁量労働制の対象業務
は、業務の性質上、その遂行の方法を
大幅に労働者の裁量にゆだねる必要
があるため、当該業務の遂行の手段及
び時間配分の決定等に関し使用者が
具体的な指示をすることが困難なもの
として厚生労働省令（及び厚生労働大
臣告示）によって１９業務が定められて
いる。
２ 企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する
ことが必要である。
（１）事業の運営に関する事項について
の業務であること
（２）企画、立案、調査及び分析の業務
であること
（３）当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に労
働者の裁量にゆだねる必要がある業務
であること
（４）当該業務の遂行の手段及び時間
配分の決定等に関し使用者が具体的
な指示をしないこととする業務であるこ
と

規約型の確定給付企業年金制度に
おいては、規約において資産管理運用
機関及び契約投資顧問業者の名称・住
所等を定め、対象事業所に使用される
被保険者等の過半数で組織される労
働組合があるときは当該労働組合、労
働組合がないときは当該被保険者等の
過半数の同意を得て、厚生労働大臣の
承認を受けなければならない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｃ

Ⅲ

裁量労働制のあり方については、規制
改革・民間開放推進３か年計画におけ
る指摘などを踏まえ、本年4月に学識経
験者からなる「今後の労働時間制度に
関する研究会」を立ち上げて御検討い
ただいているところである。同研究会に
おいて、前回の労働基準法改正後の裁
量労働制の施行状況についての実態
調査などを行いつつ、御検討いただい
ているところである。

規約型の確定給付企業年金について
は、法律上、規約において資産管理運
用機関及び契約投資顧問業者の名称
及び住所を定めなければならないこと
としているが、これは、資産管理運用機
関等との契約自体が制度の基本である
とともに、資産管理運用機関等を労使
合意により決定し、その周知を行わせ
ることにより、各規約型基金における制
度運営の透明性を図り、もって加入者
保護に資するためである。このため、規
約から資産管理運用機関及び契約投
資顧問業者の名称及び住所を省略す
ることを認めるのは困難である。
これと同様に、掛金の払込割合につ
Ⅰ,Ⅳ
いても、当該払込割合を労使合意によ
り決定することにより、運用の透明性を
図り、もって加入者保護に資することを
目的としているものであるため、規約又
は運用管理規程から掛金の払込割合
を省略することを認めるのは困難であ
る。
なお、これらの事項の変更に際して
は、厚生労働大臣の承認も厚生労働大
臣への届出も必要とされておらず、労
使合意により変更することが可能であ
り、また、特に軽微な変更である資産管
理運用機関等の住所変更については、
労使合意も不要としているところであ
る。
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その他

当室からの
再検討要請

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅲ

裁量労働制のあり方については、現
在、「今後の労働時間制度に関する研
究会」において御議論いただいていると
ころであり、年内に報告をとりまとめて
いただく予定であるが、その後、関係審
議会で十分御議論いただく必要があ
り、結論時期をお示しすることは困難で
ある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130139

zA130140

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

裁量労働制の緩和

確定給付企業年金における規約・
運用管理規定等に関する手続きの
簡素化

要望
管理番号

5076

5079

要望事項
管理番号

5076A011

5079A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

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

要望
事項番号

11

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

現在は裁量労働制の対象外となってい
る以下の業務を、対象業務に指定してほ
しい。
ｏ専門業務型裁量労働制
・対象業務に社会保険労務士、ＦＰ技
能士を加える。
ｏ企画業務型裁量労働制
・個別の営業活動の業務を加える。
・営業店（支店）単位で、営業方針や営
業に関する計画を策定する業務を加え
る。

裁量労働制の緩和

確定給付企業年金における規約・運用
管理規定等に関する手続きの簡素化
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規約・運用管理規定等については、開示
内容を必要最低限にとどめ、特に、運用
受託機関やシェアの変更は頻繁に発生
しうることから、運用受託機関の名称・住
所やシェアの記載に一定の幅をもたせる
等の簡素化すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

裁量労働制の対象業務を拡大すること
により、業務内容の多様化・成果主義が
浸透した実情に沿う形の就労形態をとる
ことができる。

（１）規約の別表に運用受託機関の名
称・住所を記入することになっており、規
約申請から承認にかけての数ヶ月間は
運用機関の変更（シェアイン、シェアアウ
ト）が事実上困難になるという実務上の
制約が存在することから、リスト掲載を省
略（簡素化）が求められる。（確定給付企
業年金法-第四条第三号）
（２）規約もしくは規約とは別に「運用管
理規程」を作成し、運用受託機関のシェ
ア（掛金払込割合、給付費等の負担割
合）を記すようになっているが、運用受託
機関シェアの変更の都度、労働組合の
同意（事後同意を含む）を得る必要があ
り手続きが煩雑であることから、規約・運
用管理規程への運用受託機関シェア記
載の省略（簡素化）を要望する。（平成14
年3月29日厚生労働省年金局長通知）

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）

管理コード

zA130141

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金（企業型）における制
度規約の分割の容認

該当法令等

確定拠出年金法

制度の現状

確定拠出年金の分割は行えないことと
なっている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

分社等が行われる際に、新たに設立さ
れる会社においても確定拠出年金を導
入すれば、元の制度における個人別管
理資産を移換することが可能である。
確定給付型の企業年金制度と異なり、
給付水準等の権利義務を移転する必
要性等がなく、確定拠出年金における
規約分割は困難。

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討されたい。

「医薬品の販売方法

zA130142

厚生労働省

医薬品のインターネット販売の規制 について」（昭和６３ 一部の薬効群の医薬品について一定
の条件の範囲で限定的に通信販売を
年３月３１日付薬監
の緩和もしくは撤廃
認めている。
第１１号課長通知）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

Ⅳ

インターネットによる医薬品の通信販
売については、薬剤師等が直接に効能
効果、副作用等を告げて販売する対面
販売の趣旨が確保されないおそれがあ
るため、最小限遵守されるべき事項とし
て、店舗の名称・所在地、販売業者の
氏名や問い合わせ先の電話番号等が
一般消費者に明示されていること、問
い合わせに応ずるための体制が当該
店舗において確保されていること、限定
された医薬品についてのみ取り扱うこと
等を条件として、限定的に認めている。
現在、インターネット販売を含めた医
薬品の販売のあり方について、厚生科
学審議会医薬品販売制度改正検討部
会において検討しているところであり、
本年秋頃を目処に部会の意見をとりま
とめる予定である。
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１）要望事項についての再確認
本要望は、あくまでも医薬品の一般販売業の許可を持つ薬
局・薬店がインターネット販売を行うことを規制する現行通
達の緩和もしくは撤廃を求めるものである。しかしながら、審
議会の検討部会では、インターネットを悪用した個人輸入や
免許を持たない事業者による違法販売等と混同をきたすよ
うな意見もあげられる等、論点自体が正しく認識されていな
いような面も一部に見受けられる。建設的な審議を行うため
にも、今一度要望事項について再確認を図って頂きたい。
２）現行通達における医薬品の限定方法に関して
薬効群にてインターネット販売の可否を限定する現行通達
の考え方は、検討部会が議論を進めているリスクの程度に
応じた販売方法の考え方と整合性が保てていない。イン
ターネット販売においてなんらかの規制を設けるならば、薬
効群による規制ではなく、むしろ安全性並びにリスクの程度
に応じた規制が妥当であると考える。例えば、指定医薬品
は薬局・薬店での対面販売に限定する一方で指定医薬品
以外については薬局・薬店によるインターネット販売は認め
る等、リスクの程度に応じた合理的かつ実効的な規制が望
ましいと考える。
３）医薬品販売制度改正検討部会での審議に関して
検討部会におけるインターネットを用いた販売方法について
の検討は現状では十分とはいい難い。情報通信技術やイン
ターネットを用いた販売の実態に関する認識が委員の間で
まちまちなままであり、このままでは事実を誤認したままで
結審を迎えかねないと危惧を感じている。少なくともしかる
べき有識者のヒアリングを実施する、インターネット販売業
者から、販売とその情報提供状況などのヒアリングを行って
おらず、ヒアリングを行い「実態を把握した上で」、現状の販
売実態に即した検討を進めるなど、現状について正しく把握
した上で議論を進めて頂きたい。

c

Ⅳ

部会では、各論点について現行の制
度及び実態などを記載した資料を事前
に各委員に配布し、状況を把握してい
ただいた上で議論を行っていただいて
おり、インターネット販売については、本
通知を部会の資料として配付し、事務
局から適宜説明を行ったところ、ご指摘
のような部会委員の論点の大きな誤認
はないと考えている。なお、今までも関
係者のヒアリングについては必要に応
じ行っているところである。
また、部会においては、医薬品のリス
クの程度に応じた適切な情報提供のあ
り方等について検討を行っているとこ
ろ、これらの検討結果を踏まえ必要な
制度改正を行うこととしており、必要に
応じ、ご指摘の現行通知についても改
正等を行う予定である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130141

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

確定拠出年金（企業型）における制
度規約の分割の容認

要望
管理番号

5079

要望事項
管理番号

5079A009

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

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

要望
事項番号

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

労働契約継承法に基づく分社等の際
に、新会社において従来同様の年金制
度を継続する場合は、規約分割による制
度導入を可能とし、グループ企業の円滑
な事業再編を支援する措置が必要と考
える。

確定給付企業年金や厚生年金基金制度
等において認められている制度(規約)分
確定拠出年金（企業型）における制度規
割を、確定拠出年金制度においても可
約の分割の容認
能とすべきである。

○問題の所在は、家庭用の医薬品を販売すること
が許されている薬店であっても、インターネットを利
用した販売については厚生労働省の通知によって
範囲が著しく狭められており、風邪薬、頭痛薬など
の国民の健康管理のために家庭に常備されている
ような重要な医薬品の販売さえ認められていないと
ころにあります。

医薬品のインターネット販売を規制する
通知（昭和63年3月31日薬監第11号 厚
生省薬務局監視指導課長通知）の緩和
もしくは撤廃を要望いたします。
zA130142

厚生労働省

医薬品のインターネット販売の規制
の緩和もしくは撤廃

5081

5081A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

ケンコーコム株式会社

1

医薬品のインターネット販売の規制の緩
和もしくは撤廃
また、規制の緩和にあたっては、1)自治
体の指導の適正化・均質化のための措
置・2)事業者による自主的な秩序維持を
図るためのガイドライン制定、をあわせ
て講じるよう要望いたします。

192/216

その他
（特記事項）

要望理由

1）本要望は平成16年11月に健康関連EC協議会が提出した規制改
革要望（管理コード：z0900162）と同一のものですが、昨年度提示さ
れた問題点について改善がなされないまま現在に至っているため、
同事項を再度提出し、その再審議を要望するものです。
2) 平成17年6月28日に経済産業省より発表された「平成16年度電子
商取引に関する実態・市場規模調査」では、2004年における日本の
電子商取引は既に100兆円を超え今後も更なる急成長が見込まれ
ているとされています。その中で、「医薬品・化粧品・健康食品」の消
費者向け電子商取引（インターネット販売）の市場規模は2,200億円、
電子商取引化率は4.1％、対前年比44.2％、680億円増と急増してい
ることが同報告でも明示されています。もはやインターネット販売は
薬局・薬店の販売形態の一つとして無視できないものとなっていま
す。

○現在の厚生労働省の通知を緩和もしくは撤廃
し、豊富な情報提供が可能であり、相互の情報交
換が自由にできるインターネットという環境を活用
することによって、必要な医薬品を的確に消費者に
届けるとともにその医薬品に関する正しい情報を国 3) 一方で、高齢化の進展に伴ない、買い物等の外出が容易ではな
民に普及していくことによって国民自身の健康管理 い高齢者世帯や要介護者のいる世帯の増加が確実視されていま
（セルフメディケーション）の向上を図ることを提案 す。また、少子化対策として、同様に外出が容易ではない妊産婦や
乳幼児がいる世帯が暮らしやすい環境づくりが急務とされています。
いたします。
インターネットを用いた販売形態は、このような社会構造の変化に即
○上記の提案と併せて、上記のような取組を国民
の健康管理という観点からさらに安定的・継続的に
行っていくために、セルフメディケーションの向上を
図っていくうえで重要な役割を担うことになる医薬
品と情報を消費者に受け渡す窓口となる事業者、
セルフメディケーションの当事者である消費者の代
表、客観的にリスクを評価できる専門家、薬事法の
所管部署である厚生労働省からなる委員会を設立
し、次のような活動を行うことを提案いたします。
1) 医薬品のインターネット販売によるメリットとリス
クの評価
2) 透明でわかり易いガイドラインの策定
3) 同ガイドラインに基づいた事業者による相互監
視の実施
4）遵守状況、並びに不適切な業者に対する罰則措
置の公表

し、生活者の利便の向上を図る実効性の高い手段であり、前述の調
査報告はその変化を実証するものだと考えます。しかしながら、大衆
薬の販売については、このような社会変化の実態に即さずに、明確
な根拠の提示が無いまま漠然と、”インターネット販売では対面販売
の趣旨が確保されないおそれがある”とした平成16年度の回答は納
得性が低いといわざるを得ないと考えます。

参考資料
1) 経済産業省「平成16年度電子商取引
に関する実態・市場規模調査」

4) また、平成16年度の回答では、”厚生科学審議会医薬品販売制
度改正検討部会において、医薬品のリスクの程度に応じた適切な情
報提供を行うための実効性のある医薬品販売制度を構築することを
目的とした検討が行われているが、その論点として、「消費者への情
報提供及び流通段階や販売店における医薬品の管理等に情報通
信技術を活用することについて、どう考えるか」及び「インターネット
販売、カタログ販売及び個人輸入の形をとった販売形態について、
専門家による情報提供の観点から、どう考えるか」が掲げられている
ところである”とされていましたが、同部会の第15回までの審議内容
を傍聴する限り、医薬品のインターネット販売についてはほとんど議
論がなされておりません。また、同部会では有識者によるインター
ネット販売に関する意見陳述も無く、インターネット販売自体がどういう
5) 同部会では医薬品の成分やリスクの程度に応じた販売制度の構築

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130143

zA130144

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

週休２日制の場合のﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制
度の適用

該当法令等

制度の現状

フレックスタイム制の清算期間内におけ
る時間外労働は、原則として「週法定労
働時間×清算期間の暦日数÷７」で計
算される労働時間の総枠を超えた部分
を時間外労働とするが、清算期間を１
箇月としたときに、曜日の巡り等により
総労働時間が労働時間の総枠を超え
ることがある。このような問題に対応す
るため、行政解釈により、
① 清算期間が１箇月であること
② 清算期間を通じて毎週必ず２日以
労働基準法第３２条 上休日が確保されていること
の３
③ 当該清算期間の２９日目を起算日
労働基準法施行規 とする１週間（特定期間）における労働
則第１２条の３
者の実際の労働日ごとの労働時間の
平成９年３月３１日基 和が週法定労働時間を超えるものでな
発第２２８号
いこと
④ 清算期間における労働日ごとの労
働時間がおおむね一定であること
の４条件を満たす場合には、労働基準
法第３２条の３に規定する「清算期間と
して定められた期間を平均」した１週間
当たりの労働時間について、「（清算期
間として定められた期間を平均した１週
間の労働時間）＝（（清算期間における
最初の４週間の労働時間）＋（特定期
間における労働時間））÷５」としても差
し支えないとしている。

○平成１６年３月から、専門的な業務等
労働者派遣法における派遣期間制 労働者派遣法第４０ （２６業務）を除いた労働者派遣に係る
条の２、附則第５項 派遣受入期間制限について、最長３年
度の見直し（製造業）
とされたところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｃ

Ⅳ

曜日の巡り等によるフレックスタイム制
の運用の不都合を解消するためため、
当該通達により1カ月の端数日の時間
計算の特例を認めているところであり、
この場合には、労働時間の偏り等、不
当な長時間労働を助長するおそれがあ
るため、厳格な要件を設けているもの
である。従って、ご要望のような取扱い
を行うことは、労働者の保護に欠けるお
それがあり、1カ月以内の清算期間を基
礎にフレックスタイム制の導入を認めた
労働基準法の趣旨に反するため、御要
望にお応えすることはできない。

Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。
○ 物の製造業務への労働者派遣事業については、平成１
６年３月から可能としたところであるが、我が国の労働者の
雇用に及ぼす影響が特に大きいものであること等から、平
成１９年２月末までは、激変緩和措置（経過措置）として派遣
受入期間の制限を１年としているところであり、その制度趣
旨等を踏まえると、御提案のように物の製造業務に係る経
過措置を廃止することは困難である。
○ なお、平成１８年３月１日に物の製造業務についての労
働者派遣の受入れを開始する場合においては、平成１９年
２月末日までの間に労働者の過半数代表者等の意見聴取
等一定の手続を行ったときは、平成１９年３月１日以降も、最
長３年まで（平成２１年２月末日まで）継続して労働者派遣を
受け入れることが可能である。

193/216

その他

当室からの
再検討要請

要望者は、通達で、時間外労働として
扱わなくても差し支えないとされている
要件は、特定期間については実際の労
働時間の和が、週法定時間（４０時間）
を超えるものではないなど、厳しいもの
となっている。このため、実際問題とし
ては、暦日数の多い月でフレックスタイ
ムの除外日の設定などの対応が必要
になってくると認識しており、要望者の
意図を踏まえ、今一度検討されたい。

派遣期間を1年に制限することは、結果
的に派遣労働者の雇用が不安定となる
面があるため、物の製造業務の派遣の
経過措置については早急に廃止される
べきである。これらを踏まえて、改めて
見解を示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

c

Ⅳ

Ⅰ

1カ月の端数日の時間計算の特例を認
めているのは、法第32条の原則による
場合との均衡を考慮したものであり、法
の趣旨を損うものとならないように厳格
な要件を設けているところである。した
がって、1カ月以内の清算期間を基礎に
フレックスタイム制の導入を認めた労働
基準法の趣旨に照らし御要望にお応え
することはできない。

○ 物の製造業務への労働者派遣事
業については、平成１６年３月から可能
としたところであるが、我が国の労働者
の雇用に及ぼす影響が特に大きいもの
であること等から、平成１９年２月末ま
では、激変緩和措置（経過措置）として
派遣受入期間の制限を１年としている
ところであり、その制度趣旨等を踏まえ
ると、御提案のように物の製造業務に
係る経過措置を廃止することは困難で
ある。
○ なお、平成１８年３月１日に物の製
造業務についての労働者派遣の受入
れを開始する場合においては、平成１９
年２月末日までの間に労働者の過半数
代表者等の意見聴取等一定の手続を
行ったときは、平成１９年３月１日以降
も、最長３年まで（平成２１年２月末日ま
で）継続して労働者派遣を受け入れる
ことが可能である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130143

zA130144

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

週休２日制の場合のﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制
度の適用

労働者派遣法における派遣期間制
度の見直し（製造業）

要望
管理番号

5085

5085

要望事項
管理番号

5085A001

5085A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

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

1

週休２日制の場合のﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制度の
適用

適用にならない日のみ、フレックスタイム
の除外日を設定するなどが必要となり、
労働時間管理の煩雑さが生じるだけで
なく、そもそも、フレックスタイム制を導入
することの効果自体が薄れてしまってい
る。実際には、完全週休2日制が実施さ
れ、年間所定労働時間が週法定労働時
間を下回る時間で協定されている場合
は、「１日の所定労働時間（８時間）×清
算期間の所定労働日数」としても、ご懸
念の不当な長時間労働を助長すること
にはならないと考えられる。このことから
も通達の4要件のうち、特に「③29日目を
起算日とする1週間における実際の労働
時間の和が週法定労働時間を超えるも
のでないこと」との要件の緩和を要望す
る。

１ヶ月のフレックスタイム制度において
は、清算期間における法定労働時間の
総枠は「40時間×清算期間の暦日数／
７」により計算するものとされており、完
全週休２日制で労働する場合でも、暦日
数や休日数に差異があることにより、計
算上法定労働時間の総枠を超えること
がある。一方、完全週休２日制を実施
し、４つの要件を満たす場合は、時間外
労働として扱わなくても差し支えないと通
達されている。

通達で、時間外労働として扱わなくても
差し支えないとされている要件は、特定
期間については実際の労働時間の和
が、週法定時間（４０時間）を超えるもの ・重点要望項目
ではないなど、厳しいものとなっている。 ・平成16年11月度の再要望
このため、実際問題としては、暦日数の
多い月でフレックスタイムの除外日の設
定などの対応が必要になってくる。

3

派遣は、製造業における生産量の変動
に対応するための選択肢の一つとして、
短期のものから中長期のものまでを含め
た要員対応の手段として非常に有効なも
改正労働者派遣法で、製造業務への派
のであり、また、雇用の多様化という観
労働者派遣法における派遣期間制度の
遣は可能になったが、経過措置として施
点からも、個々の技能・技術をもって派
見直し（製造業）
行後３年間は派遣期間を１年としてい
遣労働を選択する労働者もおり、「一時
る。
的･臨時的な労働力需給システム」では
なくなっていると思われる。激変緩和措
置としての制限とのことであるが、早急な
期間制限緩和を要望する。

製造業では、市場動向に伴う要員変動
への対応として、短期のみならず中長期 ・重点要望項目
の派遣社員を活用するというニーズがあ ・平成16年11月度の再要望
るが、それに対応できない。
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要望理由

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）

管理コード

zA130145

zA130146

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

○平成１６年３月から、専門的な業務等
労働者派遣法における派遣期間制 労働者派遣法第４０ （２６業務）を除いた労働者派遣に係る
条の２
派遣受入期間制限について、最長３年
度の見直し（通常派遣）
とされたところである。

○派遣受入期間制限のない業務につ
いて、派遣先は、同一の業務に同一の
特定労働者派遣事業において、期
間制限のない業務（専門26業務等） 労働者派遣法第４０ 派遣労働者を３年を超えて受け入れて
おり、その業務に新たに労働者を雇い
条の５
に従事する派遣労働者への直接雇
入れようとするときは、当該派遣労働者
用の申込み義務の緩和
に対して雇用契約の申込みをしなけれ
ばならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安定
した雇用機会の確保、長期雇用慣行を
前提とした雇用の安定、職業能力の有
効発揮、安定した労使関係など我が国
の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれ
がある。我が国においては、働き方が
多様化している一方で、長期雇用慣行
は今後の基本的な雇用形態として維持
すべきものであるとの考え方も強く、こ
うした考え方により、労働者派遣事業
は、臨時的・一時的な労働力需給調整
システムとして位置付けられるべきもの
として、関係者の合意形成がなされて
おり、派遣受入期間についても、常用
雇用の代替のおそれが少ない専門的
な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の
制限が設けられているところであり、派
遣受入期間制限の撤廃は不適当であ
る。

○ 派遣受入期間制限のない業務（２６業務）に係る雇用契
約の申込義務については、労働政策審議会において、「３年
を超えて同一業務に同一派遣労働者を受け入れている派
遣先が、当該業務と同じ業務に従事させるため労働者を雇
い入れようとするときは、当該派遣労働者に対し雇用契約
の申込みをしなければならないこととすることが適当である」
と建議され、派遣先で直接雇用されることを希望する者が常
時雇用型派遣労働者にも登録型派遣労働者にも一定程度
あることを踏まえ、派遣労働者の希望を踏まえて派遣先で
の直接雇用の機会を与える観点から、平成１５年改正により
設けられたものであり、平成１６年３月に施行され、いまだ施
行後間もないこと、また、労働市場等の状況は当時から大き
く変化していないこと等を踏まえると、これを特定型労働者
派遣事業について撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「雇用契約の申込み義務
について」、「その施行状況等を踏まえ」、検討を行うこととし
ていることから、現在、労働政策審議会において、この点を
含め、平成１６年３月に施行された改正労働者派遣法のフォ
ローアップを行っているところであるが、その結論について
は、公労使の委員の合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはできない。
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その他

当室からの
再検討要請

貴省の回答では、常用雇用代替の観
点から、派遣受入期間の制限は不可能
だと主張されているが、使用者の採用
の自由、派遣労働者の就業継続を推進
する観点から、期間制限の撤廃につい
て検討すべきである。

派遣先に課している雇用契約の申込義
務により、派遣先が派遣期間満了に
伴って派遣労働者の交代を求めるケー
スが見られるなど、かえって派遣労働
者の就業継続を不安定なものにしてい
るという問題も存在している。
上記の観点を踏まえ、改めて検討し、
見解を示されたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れている。このため、派遣受入期間については、常用雇用
の代替のおそれが少ない専門的な業務等を除き、労働者派
遣を活用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、「使用者の採用の自由」を不当に
制約するものではない。
○ 「派遣労働者の就業継続」については、派遣受入期間
制限の枠組みの中で、派遣元事業主に対して、労働者を派
遣労働者として雇い入れようとするときは、雇用契約の期間
を労働者派遣の期間と合わせる等派遣労働者の雇用の安
定を図るために必要な配慮をするよう求めるとともに、派遣
先に対して、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の
期間を可能な限り長く定める等派遣労働者の雇用の安定を
図るために必要な配慮をするよう求めているところである。

b

Ⅰ

○ 「派遣先が派遣期間満了に伴って
派遣労働者の交替を求めるケースが見
られるなど、かえって派遣労働者の就
業継続を不安定なものにしている」とい
う指摘について、派遣受入期間制限の
ない業務（２６業務）に係る雇用契約の
申込義務は、派遣労働者の希望を踏ま
えた派遣先での直接雇用の機会の付
与のために設けられたものであり、本
来的に、派遣労働者の雇用を不安定な
ものとするものではないと考えている
が、仮に派遣労働者の雇用の不安定
化をもたらしている実態があるのであれ
ば、こうした実態は法の趣旨に反するも
のであり、派遣先に対して、制度等の理
解が得られるよう必要な周知・指導等を
行っていきたいと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130145

zA130146

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣法における派遣期間制
度の見直し（通常派遣）

特定労働者派遣事業において、期
間制限のない業務（専門26業務等）
に従事する派遣労働者への直接雇
用の申込み義務の緩和

要望
管理番号

5085

5085

要望事項
管理番号

5085A004

5085A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

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）

4

派遣は、業務量の変動に対応するため
の選択肢の一つとして、短期的なものか
ら中長期的なものまでを含めた、要員対
応の手段として非常に有効なものであ
る。また、多様な働き方について論じら
れ、「長期雇用慣行を前提とした雇用の
特定２６業種以外については、３年を超
労働者派遣法における派遣期間制度の 安定」という考え方自体が見直され、
える期間継続して労働者を派遣すること
見直し（通常派遣）
個々人の就業意識の多様化、仕事と生
は出来ない。
活のバランスの取れたライフスタイルの
選択が認められる方向にある中におい
ては、派遣期間の規制は、派遣労働を
選択した者にとってもその選択の自由を
阻害されるものと考えられることから、規
制をなくすことを要望する。

業務量の変化に対して、フレキシブルに
対応出来ない。また、短期のみならず、 ・重点要望項目
中長期の派遣社員を活用するニーズに ・平成16年11月度の再要望
対応できない。

5

特定労働者派遣事業における派遣労働
者は、その業務の専門性により、法的規
制による直接雇用ではなく、むしろ派遣
労働を選択しているといえる。また、派遣
労働の形態が、既に労働者の意識・職 同一の業務に同一の派遣労働者を３年
特定労働者派遣事業において、期間制 務の多様化、高度化等にからみても、1 を超えて受入れており、その業務に新た
限のない業務（専門26業務等）に従事す つの柱として確立しており、直接雇用機 に労働者を雇入れようとするときは、派
る派遣労働者への直接雇用の申込み義 会の拡充を図るよりは、派遣先での長期 遣先は、その派遣労働者に対して雇用
務の緩和
的な人材活用計画に基づく雇用の安定 契約の申込みをすることが義務付けられ
を優先すべきである。雇用契約の申込み ている。
義務について、その状況等を踏まえ必要
な検討を行うとのことであるが、申込み
義務の撤廃につき、早急にご検討され、
緩和されることを要望する。

派遣受入期間の制限がない業務で、派
遣労働者を受入れているにもかかわら
ず、３年を超える期間受入れたという事
・平成16年11月度の再要望
実をもって、雇用契約の申込みを義務付
けることは、企業の採用の自由を不当に
制約している。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130147

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

裁量労働制に関する規定は、法第４章
の労働時間に関する規定の適用に係
裁量労働制に関する労働時間の規 労働基準法第38条 る労働時間の算定について適用される
ものである。したがって、みなし労働時
の３、第38条の４
制緩和
間制に関する規定が適用される場合で
あっても、休憩、深夜業、休日に関する
規定の適用は排除されない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

Ⅰ

裁量労働制のあり方については、規制
改革・民間開放推進３か年計画におけ
る指摘などを踏まえ、本年4月に学識経
験者からなる「今後の労働時間制度に
関する研究会」を立ち上げて御検討い
ただいているところである。同研究会に
おいて、前回の労働基準法改正後の裁
量労働制の施行状況についての実態
調査などを行いつつ、御検討いただい
ているところである。

その他

当室からの
再検討要請

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

Ⅰ

裁量労働制のあり方については、現
在、「今後の労働時間制度に関する研
究会」において御議論いただいていると
ころであり、年内に報告をとりまとめて
いただく予定であるが、その後、関係審
議会で十分御議論いただく必要があ
り、結論時期をお示しすることは困難で
ある。

Ⅰ

長期継続契約の具体的な範囲につい
ては、会計法、予算決算及び会計令に
おいて規定されているが、当該法令等
は当省所管の法令ではないため、当省
において回答できる立場にない。

要望者は以下のような追加意見を提出
しているところであり、要望者の意図も
踏まえ、今一度検討されたい。

zA130148

全省庁

国及び地方自治体のリース契約の
取扱いについて

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

Ⅰ

長期継続契約の具体的な範囲につい
ては、会計法、予算決算及び会計令に
おいて規定されていることから、当省に
おいて回答できる立場にない。
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①各省庁からの回答では「物品等の
リース契約については、単年度契約や
購入による場合と比較して合理性が認
められる場合には、国庫債務負担行為
による複数年契約の活用を検討してい
る」とされているが、どのような場合に
合理性が認められるのか明確にすべき
である。なお、一部の省庁では「単年度
契約」のみとの回答をされているが、国
庫債務負担行為による複数年契約の
活用についても検討を行うべきである。
②国とのリース契約について、地方自
治法234条の3、地方自治法施行令第
167条の17と同等の法令改正を行い、
リース契約を長期継続契約の対象とす
る等の法制度の整備を行うべきであ
る。

c

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130147

zA130148

制度の
所管省庁等

厚生労働省

全省庁

項目

裁量労働制に関する労働時間の規
制緩和

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

5088

要望事項
管理番号

5085A006

5088A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

9

要望主体名

（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

6

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）

裁量労働制は、就労形態を労働者が選
択できる制度であり、生活の多様化、就
労意識の多様化等が進展する中、就労
生活の多様化、就業意識の多様化、業
する時間帯についても労働者が自由に 裁量労働制においても、休日労働・深夜 務内容等から、労働者自らが休日・深夜
裁量労働制に関する労働時間の規制緩
・重点要望項目
選択できるものであることが望ましい。こ 労働に関しては、割増賃金の計算対象と 帯での勤務を望むことがあり得るにもか
和
・平成16年11月度の再要望
のようなことからも、休日・深夜など時間 なっている。
かわらず、この規定では個人の裁量範
を規定する規制は制度の主旨に合って
囲を制限することになる。
いないと思われることから、適用除外とさ
れることを要望する。

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取扱
②地方自治体とのリース契約（長期継続
いについて
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。
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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。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130149

zA130150

制度の
所管省庁等

厚生労働省

全省庁

項目

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（年金の運用制限緩和）

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

厚生年金基金の年金給付等積立金
の運用方法は、①信託会社等との契約
による運用と、②厚生年金基金自らが
行う運用（自家運用）に分けられる。年
金給付等積立金は安全かつ効率的に
運用しなければならないため、厚生年
金保険法等により運用方法等が規定さ
れているところであるが、①について
は、信託会社等の専門家が、受託者責
任を負い、運用を行うことから、運用先
に特段の制限を設けてなく、商品ファン
ドへの運用や商品投資顧問業者との契
約も明示的には制限されていない。一
方、②については、厚生年金基金にお
厚生年金保険法第 いては、受託者責任の観点に加え、
136条の3
様々な運用方法に応じた専門家がいる
とは限らないなど、運用管理体制が必
ずしも十分に整っているものではないこ
とから、運用対象資産や契約の相手方
について一定の制限を設けているとこ
ろであり、商品ファンドへの直接の運用
や、商品投資顧問業者との直接の契約
の締結は認めていない。
なお、自家運用においては、有価証
券であっても、先物・オプション取引に
ついては、法令上、当該現物の価格変
動のリスクヘッジを目的としたものに
限って認めているところである（先物・オ
プション取引のみにより利益を求めるこ
とは禁止している。）

厚生労働省においては、既に平成１３
年１２月より売掛債権担保融資保証制
度を利用する場合の債権譲渡特約の
部分解除を実施し、更に平成１７年４月
よりその譲渡対象者の範囲の拡大を措
置したところである。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c,d

ｃ

I

厚生年金基金の運用は、専ら加入者等の利益のために、
受託者責任を遵守し、安全かつ効率的に行わなければなら
ないとされている。また、厚生年金基金の積立金は、中長期
的な視点で、安定的な収益を確保できるよう運用される必
要がある。
商品ファンドは、投資家から資金を集め、専門家が農産物
や鉱物など様々な商品に投資し、その収益を投資家に還元
するものである。その運用方法は、商品先物・オプション取
引を基本としているため、少ない資金で高い収益を上げるこ
とが可能である一方、投資元本をすべて失う可能性もある
ハイリスク・ハイリターンの投資対象である。さらに、証券市
場との相関関係が低いことから短期的には効率的な運用と
なる可能性はあるものの、リスク管理が難しいこと、農産物
や鉱物などの商品を投資対象としているため長期的には経
済成長に見合った収益を得ることができないことから、長期
的に保持する対象とはならないと考えている。
したがって、商品ファンドは、厚生年金基金の自家運用の
手段としては不適当である。
なお、現在でも、信託会社等との契約に基づく運用におい
ては、これらの運用機関の運用対象資産や契約の相手方
について特段の規制はなく、受託者責任に反しない限り、商
品ファンドによる運用も商品投資顧問業者との契約の締結
も制約されていない。

Ⅳ

各省庁及び各地方公共団体に適用す
る統一的な共通ルールの策定について
は、制度を統一的に調整する権限がな
いため、当省として回答できる立場にな
い。

199/216

その他

当室からの
再検討要請

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「既に措置済みとしている省庁がある一
方で、「検討する」と回答しつつ検討期
間が明記されていない等の対応に相違
があり、各省庁の統一的かつ早急な対
応を強く求める。」

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

Ⅳ

厚生労働省では既に措置済みであり、
統一的な共通ルールの策定について
は権限がないため、当省として回答で
きる立場にない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130149

zA130150

制度の
所管省庁等

項目

厚生労働省

商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
（年金の運用制限緩和）

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

5088

要望事項
管理番号

5088A020

5088A034

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

9

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

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

20

多くの年金基金が株式相場の下落に
よって3期連続のマイナス運用に苦しん
でいる状況において、既存の有価証券
のみに運用対象を限定しておく根拠は無
い。商品先物投資は年金資金運用の選
択肢を増やし、リスク分散の観点から運
用成績の安定化への寄与も期待でき
年金給付等積立金の運用方法として、
る。同要望に対して厚生労働省から「自
商品ファンド法上の商品ファンド（商品投
家運用の手段としては不適当」との趣旨
資受益件）による運用を明示的に認める
の回答が示された。商品ファンドの大半
ことを要望する。具体的には、年金給付
は、Modern Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ理論に基づき、総
等積立金の運用方法として、①厚生年
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（年金
年金資金の運用、商品ファンドの運用に 合的にリスクをコントロールすることが特
金保険法136条の３の三の投資顧問業
の運用制限緩和）
投資顧問の起用
徴であり、「リスク管理が難しい」という認
者の定義に商品投資顧問業者を加える
識は改めるべきである。また、年金資金
こと、ならびに②同136条の３の四のイロ
の運用は、全てが一律に長期運用とす
ハニに追加、ホとして商品ファンド法上の
るわけでなく、年金受給者の人数等の状
商品ファンド（商品投資受益権）による運
況やMarketの状況により、期間の長短、
用を加えることを要望する。
リスクの大小等を組替えることが必要と
なるのではないか。年金基金は、プロの
投資家であり、証券投資信託においても
金融先物や為替先物で運用しているも
のやレバレッジを用いてハイリスク＆ハ
イリターンとなっているものも多く、各基
金の選択に委ねるべきである。

34

各省庁及び地方自治体において、統一
的かつ早急に債権譲渡禁止特約の解除
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
の対象となる契約（リース契約等）及び
に関する債権譲渡禁止特約の解除
譲渡対象者の拡大（特定目的会社等）を
望む。

200/216

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）

管理コード

zA130151

zA130152

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

○平成１６年３月から、専門的な業務等
労働者派遣期間規制の撤廃（特に
労働者派遣法第４０ （２６業務）を除いた労働者派遣に係る
中高年（45歳以上）における派遣期
条の２
派遣受入期間制限について、最長３年
間制限撤廃）
とされたところである。

派遣社員の事前面接の自由化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

労働者派遣法第２６
条第７項、派遣元事
業主が講ずべき措置
派遣先は、紹介予定派遣の場合を除
に関する指針（平成
き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮
１１年労働省告示第
命令の下に就業させようとする労働者
１３７号）の第２の１１
について、労働者派遣に先立って面接
の(1)、派遣先が講ず
すること等派遣労働者を特定することを
べき措置に関する指
目的とする行為をしてはならない。
針（平成１１年労働省
告示第１３８号）の第
２の３

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｃ

Ⅰ

＜派遣受入期間制限の撤廃について＞
○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れており、派遣受入期間についても、常用雇用の代替のお
それが少ない専門的な業務等を除き、労働者派遣を活用す
る場合の共通のルールとして、一定の制限が設けられてい
るところであり、派遣受入期間制限の撤廃は不適当である。
＜中高年齢者臨時特例措置について＞
○ 中高年齢者臨時特例措置による労働者派遣について
は、平成１３年に、雇用失業状況の悪化により多数の中高
年齢者が離職を余儀なくされることが見込まれた等の事情
にかんがみ、中高年齢者の雇用の安定に資するため、「経
済社会の急激な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な
再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保
険法等の臨時の特例措置に関する法律」により、臨時の特
例措置として、中高年齢者の派遣受入期間の制限を３年と
していたところであるが（平成１７年３月末をもって終了）、特
例措置を講ずる状況が認められない現状を踏まえると、特
例措置を新たに設け、これを恒久化することは困難である。

ｂ

Ⅰ、Ⅲ

○ 派遣労働者の決定については、雇用主である派遣元事
業主が、派遣労働者の職業能力を評価した上で、派遣先の
必要とする労働力に相応しい労働者を適切に判断し行うこ
とが労働者派遣事業制度の基本的な考え方であること等か
ら、その趣旨にかんがみ、紹介予定派遣以外の労働者派遣
における事前面接を禁止しているところである。
○ また、条件整備等を行わず派遣先による事前面接を可
能とした場合は、職業能力以外の要素である容姿、年齢等
に基づく選別が行われ、派遣労働者の就業機会が不当に
狭められるおそれがあり、また、派遣先と派遣元事業主の
雇用責任が不明確になるなどの問題があることから、事前
面接の禁止を撤廃することは不適当である。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成１７
年３月２５日閣議決定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための条件整備等につい
て」、「紹介予定派遣における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしていることから、現在、労働政
策審議会において、この点を含め、平成１６年３月に施行さ
れた改正労働者派遣法のフォローアップを行っているところ
であるが、その結論については、公労使の委員の合意が必
要であり、現時点において、その内容や時期を明確化する
ことはできない。

201/216

その他

当室からの
再検討要請

貴省の回答では、常用雇用代替の観
点から、派遣受入期間の制限は不可能
だと主張されているが、使用者の採用
の自由、派遣労働者の就業継続を推進
する観点から、期間制限の撤廃につい
て検討すべきである。

派遣労働者にとっても、事前面接の
ニーズは高く、雇用のミスマッチや派遣
就労開始後のトラブルを防止する観点
からも、一律にこれを法律で禁止する
べきではないと考えられる。
改めて、結論時期について明確に示さ
れたい。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

c

b

Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その利用の仕方によって
は、労働者の安定した雇用機会の確保、長期雇用慣行を前
提とした雇用の安定、職業能力の有効発揮、安定した労使
関係など我が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
る。我が国においては、働き方が多様化している一方で、長
期雇用慣行は今後の基本的な雇用形態として維持すべきも
のであるとの考え方も強く、こうした考え方により、労働者派
遣事業は、臨時的・一時的な労働力需給調整システムとし
て位置付けられるべきものとして、関係者の合意形成がなさ
れている。このため、派遣受入期間については、常用雇用
の代替のおそれが少ない専門的な業務等を除き、労働者派
遣を活用する場合の共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、「使用者の採用の自由」を不当に
制約するものではない。
○ 「派遣労働者の就業継続」については、派遣受入期間
制限の枠組みの中で、派遣元事業主に対して、労働者を派
遣労働者として雇い入れようとするときは、雇用契約の期間
を労働者派遣の期間と合わせる等派遣労働者の雇用の安
定を図るために必要な配慮をするよう求めるとともに、派遣
先に対して、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の
期間を可能な限り長く定める等派遣労働者の雇用の安定を
図るために必要な配慮をするよう求めているところである。

○ 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決
定）において、「紹介予定派遣以外の派
遣における事前面接の解禁のための
条件整備等について」、「紹介予定派遣
における事前面接等の実施状況を勘
案しつつ」、検討を行うこととしているこ
Ⅰ、Ⅲ とから、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成１６年３月に施
行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであるが、そ
の結論については、公労使の委員の合
意が必要であり、現時点において、そ
の内容や時期を明確化することはでき
ない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130151

zA130152

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

労働者派遣期間規制の撤廃（特に
中高年（45歳以上）における派遣期
間制限撤廃）

派遣社員の事前面接の自由化

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A042

5088A043

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

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

42

雇用流動化時代を迎え、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力の再
配置、失業なき労働移動に寄与する産
業であるべき人材派遣業において、多様
化する雇用形態・職種、柔軟な作業場・
労働者派遣事業の適正な運営の確保お
労働時間で実現する多様なワークスタイ
呼び派遣労働者の就業条件の整備等に
ルに応えていくことが使命であり、業界
関する法律第40条の2の規定を撤廃し、
発展のキーである。雇用機会拡大の実
労働者派遣期間規制の撤廃（特に中高 派遣期間制限を完全に無くすことを要望
雇用機会拡大、雇用形態の多様化が実 現を確かなものにしていくには上記規制
年（45歳以上）における派遣期間制限撤 する。同規定の撤廃が難しい合理的な
現。
の緩和・撤廃を求める。労働政策審議会
廃）
理由がある場合は、少なくとも雇用対策
においては、「派遣期間の一定の限定
臨時特例法による中高年労働者に対す
は、いわゆる長期雇用慣行の我が国に
る制限期間の延長措置を恒久化するこ
おける位置付けを踏まえると、今回の見
とを要望する。
直しにおいては、引き続き維持すること
が適当」とされたが、就業者側での雇用
形態の多様化ニーズや高齢者人口の増
加等時代変化に応じて、柔軟に見直され
るべきものと思料。

43

雇用流動化時代を迎え、労働力需給調
整システムの一翼を担い、労働力の再
配置、失業なき労働移動に寄与する産
業であるべき人材派遣業において、多様
労働者派遣業の適正な運営の確保及び
化する雇用形態・職種、柔軟な作業場・
派遣労働者の就業条件の整備等に関す
労働時間で実現する多様なワークスタイ
雇用機会拡大、雇用形態の多様化が実
る法律第26条第7項を廃止し、事前面接
ルに応えていくことが使命であり、業界
現。
を紹介予定派遣以外でも可能にすること
発展のキーである。雇用機会拡大の実
を要望する。
現を確かなものにしていくには上記規制
の緩和・撤廃を求める。平成17年度中に
検討を開始することとしているが、議論を
先延ばしにせず、早急に結論を得られる
べく検討が進められることを期待する

派遣社員の事前面接の自由化

202/216

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）

管理コード

zA130153

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

診療報酬明細書の電子化・電子的
取り付け

該当法令等

ー

制度の現状

自賠責保険の支払いに際しては、保
険会社は保険者から診療報酬明細書
を取り寄せている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｄ

−

現在でも保険会社が、保険者から診
療報酬明細書の電子的取り付けを行う
ことは可能である。

その他

当室からの
再検討要請

○自動車損害賠償責任保険（自賠責保
険）制度における保険者窓口は、公的
保険の保険者ではなく、損害保険会社
である。本来、医療機関は保険会社に
直接費用を請求すべきものであり、審
査支払の当事者は保険会社と医療機
関である。
○以上から、保険会社が医療機関に請
求の提出を催促すること、提出方法を
規定することは至極当然なことであり、
これを本来的な当事者ではない「保険
者から取り寄せる」ことを可能とするの
は本質的な回答となっていない。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

d

−

保険会社が医療機関から診療報酬明
細書の電子的取付けを行うことについ
ても特段禁じていない。

Ⅲ

介護報酬は、一定のサービスの質を確
保する観点から、医療にかかる費用も
含めた経営実態等を踏まえ、介護サー
ビスに要する平均的な費用の額を勘案
して設定することとしており、HIV治療薬
等の薬剤に係る費用についても、既に
包括的に評価しているところ。しかしな
がら、平成１８年４月における介護報
酬・診療報酬の見直しを行うことから、
利用される方々のニーズや老人保健施
設等における医療費負担の実態を含
めた経営実態を踏まえつつ、医療と介
護の適切な役割分担の中で、介護老人
保健施設におけるHIV治療薬の投薬に
ついて、医療保険の適用対象とするの
が適当かどうか検討してまいりたい。

○以下の要望者の意見もあり、これら
を踏まえ回答されたい。
損害保険会社の事故処理における現
場実態は、未だ「紙ベース」でのレセプ
トの取り付けがほとんどであり、０５年３
月に閣議決定された「規制改革・民間
開放推進３ヵ年計画」に記載の通り、厚
生労働省の「平成１８年度に、全国の病
院の７割以上にレセプトの電子的請求
を導入する」という目標を是非とも実践
頂きたい。

zA130154

厚生労働省

指定施設サービス等
に要する費用の額の
老人保健施設入所者の投薬につい 算定に関する基準、
老人保健法の規定
ての規制緩和
による医療に要する
費用の額の基準

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要介護認定を受けた介護保険の被保
険者が介護保健施設サービスを受けた
場合、当該サービスに要する費用につ
いて施設介護サービス費が支給され
る。

ｃ

Ⅲ

介護老人保健施設は、病状が安定期
にあり、看護、医学的管理の下におけ
る介護及び機能訓練その他必要な医
療を要する要介護者が入所する施設で
あり、当該施設の入所者に対して行わ
れる看護、医学的管理の下における介
護及び機能訓練その他必要な医療並
びに日常生活上の世話に要する費用
は施設介護サービス費として介護保険
から支給されていることから、薬剤料に
ついて医療保険請求することはできな
いこととされている。
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以下の要望者からの再意見では、現実
的な対応が困難なケースがあるとのこ
とである。今後、ＨＩＶ患者である要介護
者への適切な処遇が確保されるのかと
いう観点も踏まえつつ、再度検討願い
たい。
「老人保健施設の収入（例：要介護４の
方で、およそ１ヶ月に３０万円）のなか
で､薬剤費（今回相談のあったケースで
は１ヶ月に約２０万円）を施設側に負担
してくださいというのは､現実的に難しい
ですし、施設入所サービスの利用が困
難な一因となっています。
ＨＩＶの患者さんのサービスの選択を
広げる観点から、抗がん剤と同じように
抗ＨＩＶ剤も医療保険の適用として認め
ていただけないでしょうか。これからＨＩ
Ｖの患者さんの高齢化が進むときに必
要な施策だと思っております。よろしく
お願いいたします。（身体障害者手帳
制度でもＨＩＶによる免疫機能障害を区
分に入れていたいて患者様の支援につ
ながっています。）ちなみに、同じ介護
保険施設でも介護老人福祉施設では
医療保険の請求が可能です。介護老
人保健施設でも可能となるように、ご理
解をお願いします。」

b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130153

zA130154

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

診療報酬明細書の電子化・電子的
取り付け

老人保健施設入所者の投薬につい
ての規制緩和

要望
管理番号

5095

5112

要望事項
管理番号

5095A005

5112A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

損害保険労働組合連合会

大垣市

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

診療報酬明細書の電子化を一層推進す
るとともに、本人同意に基づき、保険会
社等第三者による電子的取り付けを可 同右
能とするよう、そのあり方について検討し
て頂きたい。

5

診療報酬明細書の電子化・電子的取り
付け

1

現在、老人保健施設入所者の投薬に係
る費用については、「介護老人保健施設
入所者に係る往診及び通院（対診）につ
いて（平成12年3月31日厚生省老人保健
局企画課長）」の規定により、原則として
医療保険請求できないことになってい
る。しかしＨＩＶの患者に投与する薬剤に
老人保健施設入所者の投薬についての
ついては、1ヶ月15万円ほどになる場合
規制緩和
もあり、それが保険請求できないと全額
が老人保健施設負担となり、ＨＩＶ患者
（急性期治療を終えた患者）の老人保健
施設入所を阻む一因になっている。その
ため老人保健施設入所者の投薬に係る
保険請求について一部規制の緩和を要
望するものである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

自賠責保険の支払いに際しては、診療
報酬明細書を徴求し、これを確認してい
るが、その殆どが紙ベースでの取り付け
であるとともに、取り付けには一定の時
間を要することから、保険金の迅速な支
払いにも影響を及ぼしている。医療分野
におけるＩＴ化推進の一環として、カルテ・
診療報酬明細書発行等の電子化が推進
されているが、電子的取り付けが可能と
なれば、効率的なレセプトチェックが実現
するとともに、保険金支払いまでの日数
短縮に繋がるなど消費者サービス向上
にも繋がると考えられる。ついてはこれら
の電子化を一層促進するとともに、個人
情報の取り扱いに留意しつつ、保険会社
による電子的取り付けを可能とするよう、
検討を進めて頂きたい。

老人保健施設入所者でＨＩＶ患者（急性
ＨＩＶに感染している高齢者等が円滑に
期治療を終えた患者）が服用するＨＩＶ治
老人保健施設サービスを利用することが
療薬については医療保険請求を可能と
できるように要望。
する規制緩和を要望。

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）

管理コード

zA130155

zA130156

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

法定労働時間を超えて労働した場合に
おいては、使用者はその時間につい
て、通常の労働時間の賃金の計算額
の２割５分以上５割以下の範囲内で政
令で定める率以上の率で計算した割増
賃金を支払わなければならない。現
在、時間外労働に対する割増率は政令
で２割５分以上とされている。

時間外労働の賃金割増率の変更

労働基準法第３７条
第１項
労働基準法第３７条
第1項の時間外及び
休日の割増賃金に
係る率の最低限度を
定める政令

民間企業の年次有給休暇制度の
変更

使用者は、雇入れの日から起算して６
箇月継続勤務し全労働日の８割以上出
勤した労働者に対して、１０労働日の年
次有給休暇を与えなければならず、そ
の後１年間が経過するごとに全労働日
労働基準法第３９条 の８割以上出勤した労働者に対して、１
日又は２日を加算した年次有給休暇を
与えなければならない。雇入れの日か
ら６年６箇月以後経過した労働者には
上限である２０労働日の年次有給休暇
を与えなければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｃ

その他

当室からの
再検討要請

Ⅱ

労働時間制度については、本年4月に
学識経験者からなる「今後の労働時間
制度に関する研究会」を立ち上げて御
検討いただいているところである。時間
外労働に対する割増賃金のあり方につ
いても、同研究会において御検討いた
だいているところである。

検討スケジュールあるいは結論の時期
を具体的にお示しいただきたい。

Ⅰ

年次有給休暇の法定付与日数の上限
20日に至るまでの勤続期間は平成10
年の労働基準法改正により、従前より4
年間短縮されており、現在これ以上短
縮することについて、労使双方の合意
が得られていないものと考える。
なお、労働基準法は労働条件の最低基
準を定めるものであり、これを上回る年
次有給休暇を付与することは差し支え
なく、労使に委ねられているものであ
る。

要望者の再意見を踏まえ、再度検討い
ただきたい。
（要望者再意見）
平成１０年の労働基準法改正よりすで
に７年が経過しており、行政機関ではす
でに初年度より２０日間の年次有給休
暇を付与する事に労官双方で合意が
得られており実施されている。よって、
民間においても労使双方の合意は同
様に得られるものと確信してる。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

c

Ⅰ

労働時間制度については、現在、「今
後の労働時間制度に関する研究会」に
おいて御議論いただいているところであ
り、年内に報告をとりまとめていただく
予定であるが、その後、関係審議会で
十分御議論いただく必要があり、結論
時期をお示しすることは困難である。

Ⅰ

年次有給休暇の取得率は厚生労働省
「就労条件総合調査」によると平成16年
で47.4％であり、この取得率の低さをみ
る限り、付与日数の引上げについて
は、労使双方の合意が得られていない
ものと考えられる。年次有給休暇につ
いては、当面付与日数の引上げより
も、その取得促進を図るべきであると考
える。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130155

zA130156

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

時間外労働の賃金割増率の変更

民間企業の年次有給休暇制度の
変更

要望
管理番号

5114

5114

要望事項
管理番号

5114A001

5114A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

佐藤栄司

佐藤栄司

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

時間外労働の賃金割増率の変更

民間企業の年次有給休暇制度の変更
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具体的事業の
実施内容

要望理由

時間外労働の賃金割増率の最低限度を
５割としていただきたい。

米国や韓国等海外で事業を行っている
日本の企業は、現地での時間外労働の
賃金割増率を5割として事業を行ってい
る。よって、日本国内においても諸外国
で事業を行うのと同じように時間外労働
の賃金割増率を5割として、規制を緩和
していただきたい。

民間企業の労働者に対して、採用初年
度より年間２０労働日の有給休暇を取得
できるようにしていただきたい。

公務員は、新規採用の初年度より年間２
０日間の有給休暇が付与されており、こ
のことについて、納税者や民間事業者よ
り異議は出ていない。民間企業の労働
者が公務員と一緒に旅行に行こうとして
も、年次有給休暇の付与日数が少なくて
行けないので、民間企業の労働者も公
務員と同じように新規採用初年度より年
間２０日間の有給休暇がいただけるよ
う、規制を緩和していただきたい。

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）

管理コード

zA130157

zA130158

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

保護施設等の社会福祉施設のうち
通所施設においての栄養士配置要
件の緩和について

該当法令等

保護施設等における
調理業務の委託に
ついて(昭和62年3月
9日社施第38号厚生
省社会局長、厚生省
児童家庭局長通知）

制度の現状

身体障害者福祉法による身体障害者
更生援護施設、知的障害者福祉法に
基づく知的障害者援護施設が調理業
務の委託を行う場合は、入所者の栄養
基準及び献立の作成基準の明示、確
認等のため、栄養士を配置することが
必要である。

医療機関での患者給食業務の委託 「医療法等の一部を
において病院側に管理栄養士の配 改正する法律の一部 病院が患者に対して行う栄養指導等の
の施行について」厚 業務は、院外の管理栄養士に委託する
置義務を無くす、及び、全面委託と 生労働省平成5・2・１ ことはできない。
する（条件付きで）。
５ 健政発98号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｂ

ｃ

Ⅳ

Ⅳ

その他

当室からの
再検討要請

障害者自立支援法案に基づく新制度下
においては、施設サービスについて再
編が行われることとなっており、再編後
のサービスの在り方を検討する中で、
人員配置基準についても検討すること
としている。

今後の具体的な検討スケジュールを示
されたい。

管理栄養士の行う栄養指導の業務は、
医療機関による医療の一環として、患
者に対する適切な医療を提供する観点
から、「チーム医療」の理念に基づき、
病院に勤務し、入院中、継続的に患者
の状態を把握している管理栄養士によ
り行われる必要があることから、病院に
おける管理栄養士の配置義務をなく
し、病院との間に雇用関係や指揮命令
の関係のない院外の管理栄養士に委
託することはできない。

○受託先から病院等に管理栄養士を
派遣し常駐させているが、病院自体に
も管理栄養士の配置義務を課してお
り、受託先と委託先の２人の管理薬剤
師が同じ食事給付に関し、２人の管理
栄養士が同事項のチェックを行うことは
作業の重複である。
○受託側の管理栄養士は「チーム医
療」の一員として現在も入院中に継続
的に患者の状態を、食事を通して日々
把握しており、病院側の医師の指揮命
令のもとに業務が行われている、との
実態についても要望者から報告されて
いる。
○こうした実態を勘案し、業務委託契約
に病院等に駐在する管理薬剤師の業
務も含まれていることから、受託契約に
より受託先から派遣される管理栄養士
で病院等の要件が満たされるようにす
べきである。再考されたい。
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措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

b

c

Ⅳ

Ⅳ

障害者自立支援法案については、衆議
院で可決した後、参議院で審議中で
あったが、今回の衆議院の解散を受け
て、審議未了により廃案となった。今
後、国会の状況等を見極めながら、次
の国会に再提出を目指すこととなる。
提出された法案が成立した後、その施
行にあわせて新制度のサービス体系下
における人員配置基準を検討すること
となる。

医療機関における医療関係職種の業
務は、医師の指示や指導に基づいて行
われるものであるが、医療の提供は、
医療機関が自らの責任に基づいて行う
べきものであることから、医師の指示や
指導があることをもって、医療の提供に
ついて業務委託が可能となるものでは
ない。
また、「チーム医療」の理念や管理栄養
士の行う栄養指導の業務が患者の診
療に密接に関連することを勘案した場
合、医療機関の管理者の下で適切な医
療が提供されることを確保する観点か
らも、当該業務を院外の管理栄養士に
委託することは認められない。
なお、法律上、外部委託を受託する事
業者に雇用される管理栄養士は、医療
機関との雇用関係にはないことから、
当該管理栄養士は、医療機関の指揮
命令下にはないことが前提となってい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130157

zA130158

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

保護施設等の社会福祉施設のうち
通所施設においての栄養士配置要
件の緩和について

医療機関での患者給食業務の委託
において病院側に管理栄養士の配
置義務を無くす、及び、全面委託と
する（条件付きで）。

要望
管理番号

5117

5123

要望事項
管理番号

5117A001

5123A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

愛媛県松山市

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合
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

1

給食を提供することとされている施設
のうち通所型施設に限り、調理業務受託
保護施設等の社会福祉施設のうち通所
者が雇用する栄養士が毎給食時に当該
施設においての栄養士配置要件の緩和
施設に常駐する等の必要な要件を整え
について
る場合には施設に栄養士を配置しなくて
もよいものとする。

保護施設等における調理の外部委託を
行なう場合においては当該施設に職員と
して栄養士を配置するよう指導してい
る。
しかしながら、昨今の調理技術の進歩
や衛生管理に関する技術の向上等によ
栄養士配置に掛かっていた人件費を
り、必ずしも施設で栄養士を雇用する必
もって直接処遇職員の雇用等、より手厚
要性に疑問を感じているところである。
い通所施設サービスの提供が図られる。
そこで、給食を提供することとされている
施設のうち通所型施設に限り、調理業務
受託者が雇用する栄養士が毎給食時に
当該施設に常駐する等の必要な要件を
整える場合には施設に栄養士を配置し
なくてもよいこととする。

1

給食業務を委託しているにも関わらず病
院側の業務を詳細に規定し、且つ、入院
時食事療養Ⅰの特別管理加算の認可条
件に管理栄養士の配置義務を課してい
医療機関での患者給食業務の委託にお るため病院側の管理栄養士と受託側の
いて病院側に管理栄養士の配置義務を 管理栄養士が重複して配置されている。
無くす、及び、全面委託とする（条件付き 患者給食の受託責任者に管理栄養士が
で）。
配置されておれば、病院側に同じ資格の
管理栄養士の配置は不要として欲しい。
同時に病院側の重複した業務を残さず
に給食業務の一部委託から全面委託に
見直しをして欲しい。

給食業務を委託しているにも関わらず病
院側の業務を詳細に規定し、且つ、入院
時食事療養Ⅰの特別管理加算の認可条
件に管理栄養士の配置義務を課してい
るため病院側の管理栄養管理士と受託
側の管理栄養士が重複して配置されて
いる。患者給食の受託責任者に管理栄
養士が配置されておれば、病院側に同じ
資格の管理栄養士の配置は不要として
欲しい。患者給食の質の向上と患者
サービスの改善を目指して給食業務の
委託が国策として進められているが、こ
の目的に沿って給食業務のより一層の
効率化が進むと予想される。
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患者給食の受託責任者に管理栄養士が
配置されておれば、病院側に同じ資格の
管理栄養士の配置は不要とする。同時
に病院側の重複した業務を残さずに給
食業務の一部委託から全面委託に見直
しをする。こうしたことによって患者給食
の外部委託が一層効率化される。

その他
（特記事項）

添付資料１−１
保護施設等における調理業務の委託に
ついて（社施第38号 厚生省社会局長・
厚生省児童家庭局長通知）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130159

zA130160

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

食事療養に関する帳票簡素化

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱ（例：病院施設内）の食
料品販売許可に係る要件の緩和と統
一

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

「入院時食事療養の
新設に伴う実施上の
留意事項について」
平成6年8月5日保発
第104号

食品衛生法第５１
条、第５２条

制度の現状

入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行ってい
る保険医療機関においては、普通食
（常食）患者年齢構成表、加重平均栄
養所要量表及び食品構成表を必要に
応じて（少なくとも６か月に１回）作成す
ることとされている。

食品衛生法により、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、政
令で定める業種別に、都道府県の知事
の許可を要する。施設の基準は都道府
県が条例で定める。
東京
都においては、乳類販売業等の施設基
準についは、神奈川県食品衛生法に基
づく営業の施設基準等に関する条例に
規定されている。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

ｅ

入院時食事療養における普通食（常
食）の献立作成の手順・帳票等を通知
で示している事実はない。入院時食事
療養（Ⅰ）の届出を行っている保険医療
機関においては、普通食（常食）患者年
齢構成表、加重平均栄養所要量表及
び食品構成表は、必要に応じて作成す
ることが必要であり、少なくとも６か月に
１回は作成する必要があることを示して
いるが、これは事務の簡素化を認める
趣旨ではない。

ｂ

食品衛生法では、飲食店営業等公衆
衛生上影響の著しい営業について、そ
の営業許可に係る施設基準を都道府
県が条例で定めることとなっていること
から、いわゆるコンビニエンスストアに
ついて国が全国統一的な基準を設定
することは困難である。しかしながら、コ
ンビニエンスストアの営業許可要件に
係る今回の要望内容について、各都道
府県等に周知するとともに、コンビニエ
ンスストアにおける食品の衛生確保に
必要な施設基準等に関し、都道府県、
要望者を含む関係業界団体、学識経験
者等から意見を聴取し、都道府県が条
例の改正を行う際に参考としてもらえる
ようなガイドラインの作成について検討
する。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見を踏まえ、再検討
されたい。
厚生労働省の通知で帳票の様式が指
示されていると述べておりません。実態
として出先機関がまちまちの帳票の様
式を作り、委託業者に作成を要求して
おり、こうした事態を主管官庁に改善し
てほしいと提案しています。

ｅ

『ガイドライン作成が俎上に上っている
由、ありがたいことです。事業者は
日々、現在の不合理な許可要件で悩ん
でおり、ガイドラインの作成スケジュー
ルを教示願います。』との要望者からの
意見であり、周知を行う対応策につい
て、検討いただき対処願いたい。

b

食事は医療の一環として提供されるべ
きものであり、食事の提供に関する業
務は保険医療機関自ら行うことが原則
である。入院時食事療養（Ⅰ）の届出を
行っている保険医療機関において作成
すべき食事療用関係帳簿に係る様式
については、各保険医療機関の利便を
考慮し、「保険医療機関の実情に適し
たものを採用して差し支えない」として
いるものである。「出先機関」の作成す
る様式については個々に承知していな
いが、「出先機関」においても、地域の
保険医療機関の実情を考慮した上で、
様式を策定しているものと考えている。

１８年度中にガイドラインを作成し、全
国に周知できるよう検討を開始する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130159

zA130160

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省

項目

食事療養に関する帳票簡素化

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱ（例：病院施設内）の食
料品販売許可に係る要件の緩和と統
一

要望
管理番号

5123

5123

要望事項
管理番号

5123A008

5123A010

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

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

8

10

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

一般食（常食）の献立作成の手順・
帳票は厚生労働省の通知で定められ
ているが、中央官庁と出先機関との
ギャップにより県単位・市単位の行
政部門からの指導が不統一であり、
帳票が複雑化、細分化されたり統一
化されていない問題がある。特に、
全国展開している給食事業者にとっ
て帳票類に記載する時間と労力が膨
大であり、事務コストアップの要因
となっている。中央官庁から帳票簡
素化の指導を実施してほしい。例①
病院給食食品量表・食品構成表で、
食品分類の方法に違いがある。例②
厚労省の通知では６ケ月に１回作成
すれば良い帳票を県・市は毎月作成
するよう指導している。

食事療養に関する帳票簡素化

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱ（例：病院施設内）の食料品
販売許可に係る要件の緩和と統一
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食品衛生法第５２条によって乳類販売
業、乳類以外では食料品等販売業の営業
許可が必要である。東京都の場合、乳類
のケース、その他食品のケースそれぞれ
手洗器の設置が必要で配管、排水工事に
よるコストアップで困っており、手洗器
不要の緩和を御願いしたい。また、都道
府県、保健所毎に許可条件が違っている
場合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必
要など）も多く、この許可条件の統一を
図ってほしい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

一般食（常食）の献立作成の手順・帳票
は厚生労働省の通知で定められているが,
中央官庁と出先機関とのギャップにより
県単位・市単位の行政部門からの指導が
不統一であり、帳票が複雑化、細分化さ
れたり統一化されていない問題がある。
特に、全国展開している給食事業者に
とって帳票類に記載する時間と労力が膨
大であり、事務コストアップの要因と
なっている。中央官庁から帳票簡素化の
指導を実施してほしい。例①病院給食食
品量表・食品構成表で、食品分類の方法
に違いがある。例②厚労省の通知では６
ケ月に１回作成すれば良い帳票を県・市
は毎月作成するよう指導している。

一般食（常食）の献立作成の手順・帳票
は厚生労働省の通知で定められているが,
中央官庁と出先機関とのｷﾞｬｯﾌﾟにより県
単位・市単位の行政部門からの指導が不
統一であり、帳票が複雑化、細分化され
たり統一化されていない問題がある。特
に、全国展開している給食事業者にとっ
て帳票類に記載する時間と労力が膨大で
あり、事務ｺｽﾄｱｯﾌﾟの要因となっている。
中央官庁から帳票簡素化の指導を実施し
てほしい。例①病院給食食品量表・食品
構成表で、食品分類の方法に違いがあ
る。例②厚労省の通知では６ケ月に１回
作成すれば良い帳票を県・市は毎月作成
するよう指導している。

食品衛生法第５２条によって乳類販売
業、乳類以外では食料品等販売業の営業
許可が必要である。東京都の場合、乳類
のケース、その他食品のケースそれぞれ
手洗器の設置が必要で配管、排水工事に
よるコストアップで困っており、手洗器
不要の緩和を御願いしたい。また、都道
府県、保健所毎に許可条件が違っている
場合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必
要など）も多く、この許可条件の統一を
図ってほしい。

食品衛生法第５２条によって乳類販売
業、乳類以外では食料品等販売業の営業
許可が必要である。東京都の場合、乳類
のケース、その他食品のケースそれぞれ
手洗器の設置が必要で配管、排水工事に
よるコストアップで困っている。この規
制は、牛乳が紙のフタ付き瓶で販売され
ていた旧い時代の遺物であり、手洗器不
要の緩和を御願いしたい。また、都道府
県、保健所毎に許可条件が違っている場
合（水産加工物で冷蔵庫内温度計が必要
など）も多く、この許可条件の統一を
図ってほしい。

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）

管理コード

zA130161

zA130162

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省（介
護支援専門員の
資格取得する際
の実務経験に看
護助手経験を含
めて欲しい）

項目

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱでの医薬品販売の拡大

該当法令等

薬事法第２４条

制度の現状

医薬品の販売を行うためには、薬局、
一般販売業、薬種商販売業等の許可
が必要

介護支援専門員に
関する省令（平成１０
○介護支援専門員実務研修受講試験
介護支援専門員（ケアマネージャー）及
年厚生省令第５３
の受験資格について、看護補助者は療
び介護福祉士の資格取得する際の実
号）、介護支援専門
養病床その他準ずる施設での実務経
務経験に看護助手経験を含めてほし
員養成研修事業の
い。
験が認められている。
実施について（平成
１１年老発３１６号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

a

Ⅰ

Ⅲ

医薬品は、その服用によって重篤な副
作用の生じ得るものであり、また過量使
用による有害作用や他の医薬品等との
併用による相互作用等が生じるおそれ
があることから、薬剤師等の専門家が
店舗に常駐し、対面において情報提供
や相談応需等を行うべきものであり、専
門家の関与の全くない一般小売店での
販売という選択肢はないと考えている。
また、平成１５年６月２７日付け閣議決
定「基本方針２００３」を受け、全ての一
般用医薬品を対象に、薬理作用等が緩
和でないものか否か及び販売に当たっ
て専門家による情報提供が必要か否
かの観点から検討が行われ、安全上特
に問題のないものとして、３７１品目が
選定され、医薬部外品として一般小売
店での販売が可能となったところである
が、品目の選定は、医学・薬学等の専
門家により、最新の資料に基づき、十
分な時間をかけて行われたものであ
り、これ以上の検討は予定していない。
なお、一般用医薬品の販売の在り方に
ついて現在厚生科学審議会医薬品販
売制度改正検討部会において検討して
いるところであり、本年秋頃を目処に部
会の意見をとりまとめる予定である。

介護支援専門員受験資格における看
護補助者の取扱いについては、①医療
法に規定する療養病床の病棟等、②老
人保健法（旧法）で規定する看護強化
病床の病棟等、③介護力を強化した病
棟等、④介護療養型医療施設において
看護の補助の業務に従事し、その主た
る業務が介護等の業務を行っている者
であれば、介護支援専門員の受験資格
である実務経験として認めている。ま
た、急性期病院における看護助手につ
いては、実務経験としては認められて
いない。しかしながら、急性期病院の看
護助手においても、介護等の業務を
行っていることが考えられるので、当該
病院が主に介護に従事しているものと
認める者については、当該試験の実務
経験に含めることとしたい。なお、実施
時期については、本年度は都道府県に
おける試験の準備等が始まっているこ
とも考慮し、平成18年度から実施したい
と考えている。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

○以下の要望者意見に回答されたい。
３７１品目の医薬品部外品扱いの検討
は終わってしまったとありますが、湿布
薬、目薬、アルコールを含む綿の部外
品化が実施されなかった理由を教示願
います。
○「医薬部外品にこれ以上移行するも
のはない」とのことだが、現在進められ
ている検討部会等において、リスクが
低く、特に安全性に問題がないと判断さ
れたものであっても、医薬品とするの
か。その場合、医薬部外品との整合性
がとれないと思われるが、どう考える
か。
○今後、引き続き定期的に医薬部外品
への移行を検討するような方法は念頭
にあるのか。
○審議の結果と国民のニーズや医薬
品使用に対する考え方に乖離があるの
ではないか。これらをパブリックコメント
などで確認してはどうか。

c

Ⅰ

・ ３７１品目の選定にあたっては、全て
の一般用医薬品を対象とし、薬理作用
等が緩和でないものか否か及び販売に
当たって専門家による情報提供が必要
か否かの観点から検討を行ったところ、
ご意見の湿布薬等については、医学・
薬学の専門家により医薬部外品に移行
することが適切でないと判断されたため
である。
・上記の検討の結果、安全上特に問題
がないものについては、医薬部外品へ
の移行が完了しているところであり、移
行された品目以外に、リスクが低く、安
全上特に問題がないという品目はない
と考えている。
・ したがって、現時点では医薬部外品
への移行は完了しており更に移行でき
る品目がないことから、定期的に医薬
部外品への移行を検討するような方法
は考えていない。
・本部会での検討結果をもとに作成す
る制度改正案は、国民に選出された国
会議員で構成する国会の場で審議され
るため、検討結果についてパブリックコ
メントを行うことは考えていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130161

zA130162

制度の
所管省庁等

厚生労働省

厚生労働省（介
護支援専門員の
資格取得する際
の実務経験に看
護助手経験を含
めて欲しい）

項目

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱでの医薬品販売の拡大

介護支援専門員（ケアマネージャー）及
び介護福祉士の資格取得する際の実
務経験に看護助手経験を含めてほし
い。

要望
管理番号

5123

5125

要望事項
管理番号

5123A011

5125A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合
会

㈱日本教育クリエイト名古屋
支社

要望
事項番号

11

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ・ｽﾄｱでの医薬品販売の拡大

すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱い
となり、コンビニエンス・ストアでの販
売が可能となったが、湿布薬、目薬、ア
ルコールを含む綿はお客さまの問い合わ
せが多く、ニーズの高いものでありなが
ら、コンビニでの販売が許可されていな
い。身近で年中無休、２４時間営業のコ
ンビニ店で、多くの国民が服用、使用の
正しい知識を有しているこれらの医薬品
販売の規制緩和をお願いする。

現在、介護支援専門員（以下、ケアマ
介護支援専門員（ケアマネージャー）及び介 ネージャーと記す）及び介護福祉士の資
護福祉士の資格取得する際の実務経験に看 格を取得する際の対象職種に、急性期及
護助手経験を含めてほしい。
び療養型病院での病棟看護助手も含める
べきである。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱い
となり、コンビニエンス・ストアでの販
売が可能となったが、湿布薬、目薬、ア
ルコールを含む綿はお客さまの問い合わ
せが多く、ニーズの高いものでありなが
ら、コンビニでの販売が許可されていな
い。身近で年中無休、２４時間営業のコ
ンビニ店で、多くの国民が服用、使用の
正しい知識を有しているこれらの医薬品
販売の規制緩和をお願いする。

すでに３７１の医薬品が医薬部外品扱い
となり、コンビニエンス・ストアでの販
売が可能となったが、湿布薬、目薬、ア
ルコールを含む綿はお客さまの問い合わ
せが多く、ニーズの高いものでありなが
ら、コンビニでの販売が許可されていな
い。深夜、早朝での急な痛みに伴い、こ
れらの薬による応急措置が求めらるケー
スが多いが、身近で年中無休、２４時間
営業のコンビニ店での販売は十分こうし
た国民の強い要望に答えられることにな
る。多くの国民が服用、使用の正しい知
識を有している今日、これらの医薬品販
売の規制緩和をお願いする。

看護助手従事者に対して将来が開けるの
で、現在医療機関で大変不足している助
手従事者の募集活動が現状より容易にな
る。さらに、今後のケアマネージャー及
び介護福祉士が現状より多くなり、福祉
業界の人材不足を解消するとっかかりに
なる。

福祉・介護の利用者ニーズが高くなって
いくなかで、ケアマネージャー及び介護
福祉士の人材不足はま逃れない事実。ま
た、現在、厚生労働省の方針の中でホー
ムヘルパー2級資格の撤廃及び介護福祉士
への吸収等が検討されて中で、福祉業界
の入り口であるホームヘルパー２級資格
への取得控えが起こっており、福祉業界
への就業者人口の裾のが広がらないのも
現実。そのなかで、急性期・及び療養型
病院の病棟看護助手業務は、入院患者さ
んの介助業務が中心にもかかわらず、対
象業務になっていない。よって、今後
は、対象職種に病棟看護助手をいれる事
によって、①ケアマネージャー及び介護
福祉士の対象人口がふえる。②看護助手
業務はステップアップしずらい職種で
あったが、将来性が高い職種となる。③
比較的に若い世代（20〜30代）でも、助
手を経験し、将来が更なるステップアッ
プする事で、将来より安定的なケアマ
ネージャーおよび介護福祉士として就業
することができる。

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）

管理コード

zA130163

zA130164

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

指定施設における業
務の範囲等及び介
護福祉士試験の受
厚生労働省（介
験資格に係る介護等
護福祉士の資格 介護支援専門員（ケアマネージャー）及
の業務の範囲につい
取得する際の実 び介護福祉士の資格取得する際の実
て（昭和62年2月12
務経験に看護助 務経験に看護助手経験を含めてほし
日社庶第29号各都
手経験を含めて い。
道府県知事あて 厚
欲しい）
生省社会局長・厚生
省児童家庭局長通
知）

厚生労働省

介護福祉士になるにあたりホームヘル
パー２級取得者の実務経験を撤廃して
欲しい

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

①介護力強化病床により構成される病
棟又は診療所②療養病床により構成さ
れる病棟又は診療所（平成９年７月より
適用）、③指定介護療養型医療施設
（療養病床等に限る。）④老人性認知症
疾患療養病棟（平成１２年７月より適
用）のいずれかにおいて看護の補助の
業務に従事し、その主たる業務が介護
等の業務を行っている者であれば、介
護福祉士の受験資格である実務経験と
して認めている。

社会福祉士及び介 介護福祉士国家試験の受験資格であ
護福祉士法第40条 る3年以上の実務経験の要件を撤廃す
第2項第1号
ることはできない

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

C

C

Ⅳ

Ⅰ

介護福祉士は、専門的知識及び技術をもってその身体上
又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支
障がある者に対する介護及び介護に関する指導を行うもの
であることから、そのために必要な専門的知識・技能等を習
得するため、法律上国家試験の受験資格として、3年以上の
介護業務に係る実務経験が必要とされており、その具体的
範囲として施設・事業を特定しているところである。
ご指摘の看護補助者の取扱いについては、平成7年8月の
保健医療・福祉に係る人材確保対策に関する行政監察結
果に基づく勧告において「特例許可老人病院等の看護補助
者の介護等の業務の経験を介護福祉士試験の受験資格と
して認定することを検討すること」とされた趣旨を踏まえ、①
介護力強化病床により構成される病棟又は診療所、②療養
病床により構成される病棟又は診療所（平成９年７月より適
用）、③指定介護療養型医療施設（療養病床等に限る。）、
④老人性認知症疾患療養病棟（平成１２年７月より適用）の
いずれかにおいて看護の補助の業務に従事し、その主たる
業務が介護等の業務を行っている者については、介護福祉
士の受験資格である実務経験として認めている。
これにより、医療機関のうちの療養病床等の施設における
看護補助者について、特別養護老人ホームや介護老人保
健施設と同様に介護等の業務に従事している場合は実務
経験を幅広く認められているものである。しかしながら、急性
期病院については、本来的に常態として介護業務を行うた
めの施設とは言えないことから、実務経験対象施設として受
験資格を認めることは困難である。

介護福祉士は、専門的知識及び技術
をもってその身体上又は精神上の障害
があることにより日常生活を営むのに
支障がある者に対する介護及び介護に
関する指導を行うものであることから、
そのために必要な専門的知識・技能等
を習得するため、法律上受験資格とし
て、３年以上介護等の業務についての
実務経験を要することとされている。
ご指摘のホームヘルパー２級資格取
得のための養成課程は、介護技術に関
する講義・演習、介護実習等を内容と
する１３０時間の研修であり、１６５０時
間で、社会福祉や介護福祉の専門分
野に関する個別の講義や介護実習（４
５０時間）、介護技術演習（１５０時間）
等が研修の内容となっている介護福祉
士の養成課程と比較しても内容・時間
数とも大幅に不足しているものであるこ
とから、ホームヘルパー資格取得者に
ついて実務経験の要件を撤廃すること
は適当ではない。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130163

zA130164

制度の
所管省庁等

厚生労働省（介
護福祉士の資格
取得する際の実
務経験に看護助
手経験を含めて
欲しい）

厚生労働省

項目

介護支援専門員（ケアマネージャー）及
び介護福祉士の資格取得する際の実
務経験に看護助手経験を含めてほし
い。

介護福祉士になるにあたりホームヘル
パー２級取得者の実務経験を撤廃して
欲しい

要望
管理番号

5125

5125

要望事項
管理番号

5125A001

5125A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

㈱日本教育クリエイト名古屋
支社

㈱日本教育クリエイト名古屋
支社

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

現在、介護支援専門員（以下、ケアマ
介護支援専門員（ケアマネージャー）及び介 ネージャーと記す）及び介護福祉士の資
護福祉士の資格取得する際の実務経験に看 格を取得する際の対象職種に、急性期及
護助手経験を含めてほしい。
び療養型病院での病棟看護助手も含める
べきである。

具体的事業の
実施内容

看護助手従事者に対して将来が開けるの
で、現在医療機関で大変不足している助
手従事者の募集活動が現状より容易にな
る。さらに、今後のケアマネージャー及
び介護福祉士が現状より多くなり、福祉
業界の人材不足を解消するとっかかりに
なる。

ホームヘルパー2級の資格撤廃・介護福祉
士への1本化が検討されている中、ホーム
ヘルパーの資格取得控えが発生している
ホームヘルパー2級取得者が介護福祉士の が、実務経験を撤廃することにより、
介護福祉士になるにあたりホームヘルパー２
受験をしようとする際、必要となってい ホームヘルパー2級の取得者から介護福祉
級取得者の実務経験を撤廃して欲しい
る3年間の実務経験を撤廃すべきである。 士を志す者も増加する。また、既にホー
ムヘルパー2級を取得している者が受験す
る事ができるため、介護福祉士の人材不
足を緩和することができる。
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要望理由

福祉・介護の利用者ニーズが高くなって
いくなかで、ケアマネージャー及び介護
福祉士の人材不足はま逃れない事実。ま
た、現在、厚生労働省の方針の中でホー
ムヘルパー2級資格の撤廃及び介護福祉士
への吸収等が検討されて中で、福祉業界
の入り口であるホームヘルパー２級資格
への取得控えが起こっており、福祉業界
への就業者人口の裾のが広がらないのも
現実。そのなかで、急性期・及び療養型
病院の病棟看護助手業務は、入院患者さ
んの介助業務が中心にもかかわらず、対
象業務になっていない。よって、今後
は、対象職種に病棟看護助手をいれる事
によって、①ケアマネージャー及び介護
福祉士の対象人口がふえる。②看護助手
業務はステップアップしずらい職種で
あったが、将来性が高い職種となる。③
比較的に若い世代（20〜30代）でも、助
手を経験し、将来が更なるステップアッ
プする事で、将来より安定的なケアマ
ネージャーおよび介護福祉士として就業
することができる。

上記同様、福祉業界の人材不足は福祉業
界においては深刻な問題である。その中
で今まで福祉業界の底辺を支えていた
ホームヘルパーの資格を撤廃及び統合さ
れてしまうと、それこそ福祉業界従事者
が減少してしまいます。あわせて、若手
労働者の確保もさらに難しい業界にも関
わらず、何かしら門戸をひろげないと、
今後の福祉業界は破綻の一手をたどる方
向になってしまう。そうした中で介護福
祉士の実務経験（従事期間・時間）を撤
廃することで、資格対象者の裾のを広げ
るかたちになるり、若手労働者の確保も
容易になる。

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）

管理コード

zA130165

zA130166

x

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

医薬品（厚生労働大臣が基準を定めて
指定する医薬品及び第２３条の２第１項
の規定により基準を定めて指定する体
外診断用医薬品を除く。）、医療機器
（一般医療機器及び同項の規定により
指定する管理医療機器を除く。）等の製
最新医療器材試用システム化による医 薬事法第１４条第１ 造販売をしようとする者は、品目ごとに
療の質的向上
項、第２３条の２ 製造販売についての厚生労働大臣の
承認を受けなければならない。
厚生労働大臣が基準を定めて指定す
る管理医療機器又は体外診断用医薬
品の製造販売をしようとする者は、品目
ごとに登録認証機関の認証を受けなけ
ればならない。

総務省 法務省
市町村窓口事務の民営化事業
厚生労働省

x

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

e

市町村が行う国民年金に関する事務
国民年金法第５条の
は、平成１３年度までは国の機関委任
３
事務とされ、平成１４年度以降は法定
受託事務とされている。

x

未承認の医薬品、医療機器は、医師主
導を含む治験において使用することが
できる。

ｃ

Ⅰ

ｃ

Ⅰ

・ 市区町村が行う国民年金の事務は、地方自治法に規定
する法定受託事務であることから、当該事務を民間事業者
に委託することが可能かどうかについては、地方自治法第１
５３条との関係があり、厚生労働省として判断すべき立場に
ない。
・ 市町村が行うとされる事務を民間事業者に委託すること
により、各種の個人情報について、民間事業者が日常的に
取り扱うことになるが、その可否等について検討が必要。例
えば、保険料免除申請、障害基礎年金の裁定請求等につ
いては、本人の所得等を市町村民税課税台帳等から確認
する必要があり、市町村民税課税台帳等の閲覧を民間事
業者に認めるかどうかについての判断も必要。

x

x

x

x
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当室からの
再検討要請

−

○国内未承認薬については、「未承認
薬使用問題検討会議」が設置され、治
験導入の早期化の措置が図られたが、
医療機器についても同様の検討会議を
設けるなど、更なる対応が必要なので
はないか。

措置の 措置の 措置の概要
分類
内容 （対応策）

e

要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
「市町村の窓口で行われている住民基
本台帳法に基づく事務や戸籍法に基づ
く事務等についての民間開放について
は，個人のプライバシー保護の観点及
び公権力の行使等に関わるとの利用に
より，対応不可との回答を頂いたところ
ですが，現在行っている事務のうち，す
べての事務について対応不可であるの
か，また，民間人の活用可能な部分が
全くないのかという点について再度伺
います。例えば，窓口での総合案内等
をはじめ，各種申請書類の受付事務あ
るいは各種証明書等の手渡し（交付）
事務や料金の受取（徴収）等について，
民間人を活用することはできないもの
か，この場合どこからどこまでが公権力
の行使に当たる事務なのか。また，守
秘義務についても，一切民間人活用の
道は閉ざされているのか，可能とする
手法は考えられないのかなどの点につ
いて御検討願います。その上で，可能
な範囲で積極的に民間活用を進めてい
きたいと考えます。」

埋葬、火葬又は改葬については、墓地、埋葬等に関する法
律において、埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ公
衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよ
う、国民に対して自由な埋葬等を禁止しており、市町村長の
埋葬等の許可行為は、上記の観点から支障がないと認める
場合に限り当該禁止を特定の者に解除するという公権力の
行使に当たる行為であることから、このような権限の行使を
民間人に対して認めることは困難である。

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者
は、市町村長の許可を受けなければな
墓地、埋葬等に関す
らない。
る法律第５条

x

-

その他

x

-

医療機器についても、平成１７年４月１
日より改正薬事法が施行され、医師主
導治験を行うための制度が整備された
ところである。我が国で未承認の医療
機器については、医薬品と異なる医療
機器の特性を考慮した上で、ご指摘の
点を踏まえて対応する。

【墓地、埋葬関係】
前回の回答でも示したとおり、墓地、埋
葬等に関する法律における埋葬等の許
可は、市町村長による公権力の行使に
当たる行政処分であることから、このよ
うな権限の行使を民間人に対して認め
ることは困難である。

x

c

Ⅰ

c

Ⅰ

x

【国民年金関係】
保険料免除申請、障害基礎年金裁定
請求書等の届書の受理や所得の審査
の際に必要な市町村の有する住民票
や課税台帳等の確認については、それ
ぞれの根拠法令に基づく個人情報の取
扱いに関する判断が必要である。な
お、国民年金の法定受託事務のうち、
データ入力、発送等の補助的作業につ
いては民間委託は可能であると考え
る。

x

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA130165

zA130166

x

制度の
所管省庁等

厚生労働省

項目

最新医療器材試用システム化による医
療の質的向上

総務省 法務省
市町村窓口事務の民営化事業
厚生労働省

要望
管理番号

5127

5091

要望事項
管理番号

5127A001

5091A001

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

3

要望主体名

近藤歯科

つくば市

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

厚生労働省による既存の体制を維持しな
がら、現制度の審査機構では対応不可能
といえる最先端医療に付随する医薬品・
医療機器・歯科器材を試用出来る環境を
整える。海外の医薬品・医療機器・およ
最新医療器材試用システム化による医療の
び歯科器材の手続き簡素化。
質的向上
医療・歯科医療においては器材がなくて
は対応できないが、承認を得ることがで
きた段階では時代遅れの器材となる場合
が散見される。具体的には何らかの新組
織を設立による管理が必要と思われる。

市町村窓口事務の民営化事業

x

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

216/216

戸籍事務や住民基本台帳等一般的に市
町村の窓口で行われている事務につい
て，民間企業等への業務委託又は民間
人による事務の執行を行うことを目的と
して関係する法規制等の緩和及びこれ
に必要な制度の確立等を求める。

具体的事業の
実施内容

・ 厚生労働省の承認を得ていない最新鋭
の医薬品・医療機器・歯科器材を試用で
きる体制を整えることを主目的とする。
・ 但し一定の基準をクリアーした医師・
歯科医師等に限定する必要があるため、
資格審査が必須となる。
・ 上記基準作りに関しては、厚生労働省
を含めた識者間で充分検討の上で設定す
ることとする。
・ 基準の検討および資格付与に関して
は、何らかの新たな組織等により施行・
管理される。
・ 上記の対象となる品目に関しては、生
産国・販売国の安全基準が満たされてい
ることを必要条件とする。
・ 安全性が懸念される場合は、管理組織
により中止勧告を含め強制的に試用を中
断させることを可能とする。
・ 対象となる品目の試用に関して問題が
生じた場合は、厚生労働省ではなく試用
者が個人的に負う事とするため、資格審
査をクリアーした試用者は損害賠償等を
目的とした保険に加入することが前提と
なる。・新管理組織の設立が必要。独立
行政法人医薬品医療機器総合機構におい
て対応部門を新生する事も対応法の一つ
といえるが、一行政法人で二通りの基準
となるため困難が予想される。

一般的に市町村の窓口で行っている戸
籍に関する事務や住民基本台帳に関す
る事務，あるいは，墓地，埋葬等に関す
る法律に基づく事務等について，受付業
務や諸証明の発行，及び，戸籍簿や各
種台帳等への記載などの事務につい
て，民間に委ねる。

要望理由

日本の臨床現場において、使用出来る医
薬品・医療機器・歯科器材が厳しく制限
されていることを主因として、グローバ
ルスタンダードから遅れを生じつつあ
る。現状で顕在化している例として、診
療レベルの低下、海外からの留学生数的
減少、海外器材メーカー等がコスト割れ
を危惧するあまり新規開発品の申請を諦
める等が起きており、今後更に連鎖的に
この傾向が下方に向かうことが懸念さ
れ、医療後進国の枠内に入り込む可能性
が大である。厚生労働省の権限枠を崩す
ことなく、最新の医薬品・医療機器・歯
科器材を試用出来る環境を整えることが
国民の健康維持のため必要であり、急務
といえる。

その他
（特記事項）

医科の場合は伝聞で困っているう声を聞
くのみだが、歯科医療においては切実な
問題となりつつあることは事実で、世界
各国の歯科医・器材メーカーから日本が
見放されつつある。また実際に日本の歯
科医療レベルの質が問われている具体例
として、海外駐在員が増加しているた
め、在住国の歯科医を訪れた場合に治療
レベルの低さが一目瞭然となり、彼らよ
りこの点が指摘される。最新の器材を使
用出来ないという現実が要因として作用
し、数年遅れの治療をせざるを得ないの
は明白である。更に外国からの経済摩擦
を減少させることに繋がり、波及される
国内の経済効果も見込めるはずである。
この提案は個人で経済的利潤を得る目的
ではなく、経済大国といわれる日本が医
療レベルでも大国と言われるように、そ
して厚生労働省を非難させたくないため
提出した。

法定受託事務である戸籍法に基づく各
種事務や住民基本台帳法に基づく事
務，あるいは，墓地，埋葬等に関する法
律等については，市町村長の執行する
事務として定められているが，これを民 窓口事務等の民間開放に当たっては，
間企業等への委託又は民間人の活用等 特に個人情報の漏洩や悪用等に関し，
により，窓口事務に係るコストの削減を 必要な措置を講ずることが求められる。
図り，更に民間のノウハウを窓口サービ
ス等にいかしていくことにより行政サービ
スの質的向上及び市民満足度の向上を
目指す。

