全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080001

zA080001

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

UWB無線システムの早期開放と
5GHz帯無線アクセスシステム等と
の共用条件の検討

該当法令等

制度の現状

無線設備に対し、電波の公平かつ能
率的な利用の達成、他の無線局への
妨害排除等の理由により、技術基準を
設けている。
電波法第２６条、第２ また、免許申請者の利便性の向上、
８条、２９条、３８条 電波の有効利用のため、無線局の目
的別の周波数割当てについて、その現
状及び今後の計画を明らかにしてい
る。

無線設備に対し、電波の公平かつ能
率的な利用の達成、他の無線局への
妨害排除等の理由により、技術基準を
設けている。
超広帯域無線システム(UWB：Ultra
電波法第２６条、第２ また、免許申請者の利便性の向上、
Wideband)利用のための早期制度
８条、２９条、３８条 電波の有効利用のため、無線局の目
整備
的別の周波数割当てについて、その現
状及び今後の計画を明らかにしてい
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

UWB無線システムについては、平成
14年9月より情報通信審議会において
UWB無線システムの技術的条件につい
て審議を行っており、5GHz帯無線アク
セスシステム、第4世代移動通信システ
ム等の無線システムに対して有害な混
信を与えず、共存が可能になるような
技術的条件について検討を進めている
ところである。
昨年3月にとりまとめた中間報告で
は、パブリックコメントにおいても、放送
事業者、携帯電話事業者、電気事業連
合会等から慎重に検討すべきとの意見
が提出され、ITU-R等における国際的
な検討との整合性を図りながら引き続
き検討が必要であるとされている。
このため、ITUでの議論の結果を尊重
し、国際的な検討との整合を図り、UWB
が他の無線システムに有害な混信を与
えない共用条件についてさらに検討を
進めているところである。
また、現在、関係者の方々の協力に
より、UWBが既存の無線局へ与える影
響について実証実験を行っており、これ
らの結果についても国内での議論に反
映していきたいと考えている。
なお、実験局の対応については、早
期に免許が付与出来るように対応させ
て頂いているが、UWBの使用周波数帯
域が広帯域であり、機器や実験場所ご
とに既存無線システムへの影響の有無
等について審査を行う必要がある。

Ⅲ

UWB無線システムについては、平成
14年9月より情報通信審議会において
UWB無線システムの技術的条件につい
て審議を行っており、5GHz帯無線アク
セスシステム、第4世代移動通信システ
ム等の無線システムに対して有害な混
信を与えず、共存が可能になるような
技術的条件について検討を進めている
ところである。
昨年3月にとりまとめた中間報告で
は、パブリックコメントにおいても、放送
事業者、携帯電話事業者、電気事業連
合会等から慎重に検討すべきとの意見
が提出され、ITU-R等における国際的
な検討との整合性を図りながら引き続
き検討が必要であるとされている。
このため、ITUでの議論の結果を尊重
し、国際的な検討との整合を図り、UWB
が他の無線システムに有害な混信を与
えない共用条件についてさらに検討を
進めているところである。
また、現在、関係者の方々の協力に
より、UWBが既存の無線局へ与える影
響について実証実験を行っており、これ
らの結果についても国内での議論に反
映していきたいと考えている。
なお、実験局の対応については、早
期に免許が付与出来るように対応させ
て頂いているが、UWBの使用周波数帯
域が広帯域であり、機器や実験場所ご
とに既存無線システムへの影響の有無
等について審査を行う必要がある。
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その他

当室からの
再検討要請

本件については、「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）においても、「平成17年
度結論」と計画されているところであり、
現在の国際的な動向や実証実験の状
況、今後のスケジュール等について具
体的に示されたい。

本件については、「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）においても、「平成17年
度結論」と計画されているところであり、
現在の国際的な動向や実証実験の状
況、今後のスケジュール等について具
体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

ITUでは、UWBが他の無線通信業務
に与える影響に関する勧告案について
審議しており、その中では他の無線通
信業務を保護するためには、各周波数
帯域においてFCCのレベル41.3dBm/MHzより大幅に低い値（66.5dBm/MHz〜-113dBm/MHz）として
いる。
また、欧州では、本年2月にUWBに関
する報告書をとりまとめており、その中
では他の無線通信業務を保護するため
に必要な電力レベルは-66.5dBm/MHz
〜-113dBm/MHz としている。この報告
書公表後、EC（欧州委員会）は再度55dBm/MHzをベースに検討するよう求
め、現在再検討しているところ。
国内での実証実験についても、UWB
と多数の被干渉システム側（固定マイク
ロ、放送、携帯電話、衛星関係、無線ア
クセス）との実証実験を進めており、一
部の実証実験については終了してお
り、これらの実験結果については、順次
国内の議論に反映していく予定である。
なお、検討の組み合わせが多数である
ことや実験機材が限られていること等
から、予定している全ての実験及びそ
の結果のとりまとめを終えるまでには時
間が必要である。
ITUにおいては、早ければ本年10月に
勧告草案をとりまとめる予定であり、こ
のような国際的な検討と整合性を図り
つつ、国内の議論についても本年度内
を目途に結論を出したいと考えている。

Ⅲ

ITUでは、UWBが他の無線通信業務
に与える影響に関する勧告案について
審議しており、その中では他の無線通
信業務を保護するためには、各周波数
帯域においてFCCのレベル41.3dBm/MHzより大幅に低い値（66.5dBm/MHz〜-113dBm/MHz）として
いる。
また、欧州では、本年2月にUWBに関
する報告書をとりまとめており、その中
では他の無線通信業務を保護するため
に必要な電力レベルは-66.5dBm/MHz
〜-113dBm/MHz としている。この報告
書公表後、EC（欧州委員会）は再度55dBm/MHzをベースに検討するよう求
め、現在再検討しているところ。
国内での実証実験についても、UWB
と多数の被干渉システム側（固定マイク
ロ、放送、携帯電話、衛星関係、無線ア
クセス）との実証実験を進めており、一
部の実証実験については終了してお
り、これらの実験結果については、順次
国内の議論に反映していく予定である。
なお、検討の組み合わせが多数である
ことや実験機材が限られていること等
から、予定している全ての実験及びそ
の結果のとりまとめを終えるまでには時
間が必要である。
ITUにおいては、早ければ本年10月に
勧告草案をとりまとめる予定であり、こ
のような国際的な検討と整合性を図り
つつ、国内の議論についても本年度内
を目途に結論を出したいと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080001

zA080001

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

UWB無線システムの早期開放と
5GHz帯無線アクセスシステム等と
の共用条件の検討

超広帯域無線システム(UWB：Ultra
Wideband)利用のための早期制度
整備

要望
管理番号

5033

5053

要望事項
管理番号

5033A001

5053A127

（奇数ページ：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

株式会社バッファロー

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

1

127

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

UWB無線システムは現在、情報通信審
議会 情報通信技術分科会 UWB無線シ
ステム委員会において議論が進められ
ております。ユビキタス社会の実現に向
UWB無線システムの早期開放と5GHz帯
けて有効な技術の一つであるUWB無線
無線アクセスシステム等との共用条件の
システムの製品化が早期に実現できる
検討
事を切に希望いたします。同時に、5GHz
帯無線アクセスシステム等と相互に干渉
を起こすことの無い様有効な共用条件の
設定を希望いたします。

ユビキタス社会の実現に向けてさまざま
な技術開発が進められている中で、本年
5月に行われました5GHz帯無線アクセス
システム開放は、近年急速に普及してき
た無線LANシステムを大きく成長させる
きっかけとなろうとしております。新たに
UWB無線システムが加わることはユー
ザーの選択を広げ利便性を拡大すること
に有効であり大いに推進いただきたいと
思います。しかしながら、これらの有効な
技術が相互に干渉を起こす事はユー
ザーに無用の混乱を与え、システムの普
及を妨げることとなります。新しいUWB無
線システムにおいては5GHz帯無線アク
セスシステム等と共存を図ることができ
る方策のご検討をお願いいたします。

UWB無線システムの導入、商用化に向
けて、早期に制度整備を行なうべきであ
る。

UWB無線システムは、無線による大容
量データの高速伝送を可能にするととも
に、周波数の有効利用の手段としても期
待されており、ユビキタス社会の実現に
向けた基幹技術として、新たなアプリ
ケーションの創出、国民の利便性の向上
等に対する期待が高まっている。既に米
国連邦通信委員会(FCC)では一定の条
件の下で使用が許可され、米国内では
様々な機器が開発されている。わが国に
おいても、実験局を申請し認可を受けれ
ば開発は実行できるが、認可に長期間
を要することや、機器毎に申請が必要と
されるなど実際に開発を進める環境には
ない。また、商用使用については明確な
認可時期が明らかになっていない。
UWB無線システム委員会の中間報告で
は、「ITU−R、IEEE等における検討状況
を踏まえつつ、国際的な検討との整合性
を図ることが必要」とあり、2005年１月の
「『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」において
も、「ITU等の国際的な検討動向を踏まえ
つつ、今後検討を進める必要がある」と
ある。わが国においても、米国をはじめ、
国際的な動向に遅れをとることのないよ
う、既存の無線機器等への混信など技
術的な実証を早期に実施し、その評価を
踏まえたうえで、UWB無線システム周波
数帯域における電波関連法令の制度整
備を早期に行うべきである。

超広帯域無線システム(UWB：Ultra
Wideband)利用のための早期制度整備
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その他
（特記事項）

UWB無線システムは、パルス状の電波
を発射して数GHz幅以上の非常に広い
周波数帯域にわたって電力を放射する
システムであり、近距離で大容量の高速
通信を可能とする無線方式である。
総務省情報通信審議会情報通信技術
分科会UWB無線システム委員会におい
て、UWB無線システムの技術的条件に
ついて検討が行われ、2004年３月に中
間報告が示されたものの、商用化に向け
た電波関係法令等の具体的な制度整備
が進んでいない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080001

zA080001

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

UWBの技術開発について

超広帯域無線
(UWB)ｼｽﾃﾑの
利用に関する
規定の整備

（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）

該当法令等

制度の現状

無線設備に対し、電波の公平かつ能
率的な利用の達成、他の無線局への
妨害排除等の理由により、技術基準を
設けている。
電波法第２６条、第２ また、免許申請者の利便性の向上、
８条、２９条、３８条 電波の有効利用のため、無線局の目
的別の周波数割当てについて、その現
状及び今後の計画を明らかにしてい
る。

無線設備に対し、電波の公平かつ能
率的な利用の達成、他の無線局への
妨害排除等の理由により、技術基準を
設けている。
電波法第２６条、第２ また、免許申請者の利便性の向上、
８条、２９条、３８条 電波の有効利用のため、無線局の目
的別の周波数割当てについて、その現
状及び今後の計画を明らかにしてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

UWB無線システムについては、平成
14年9月より情報通信審議会において
UWB無線システムの技術的条件につい
て審議を行っており、5GHz帯無線アク
セスシステム、第4世代移動通信システ
ム等の無線システムに対して有害な混
信を与えず、共存が可能になるような
技術的条件について検討を進めている
ところである。
昨年3月にとりまとめた中間報告で
は、パブリックコメントにおいても、放送
事業者、携帯電話事業者、電気事業連
合会等から慎重に検討すべきとの意見
が提出され、ITU-R等における国際的
な検討との整合性を図りながら引き続
き検討が必要であるとされている。
このため、ITUでの議論の結果を尊重
し、国際的な検討との整合を図り、UWB
が他の無線システムに有害な混信を与
えない共用条件についてさらに検討を
進めているところである。
また、現在、関係者の方々の協力に
より、UWBが既存の無線局へ与える影
響について実証実験を行っており、これ
らの結果についても国内での議論に反
映していきたいと考えている。
なお、実験局の対応については、早
期に免許が付与出来るように対応させ
て頂いているが、UWBの使用周波数帯
域が広帯域であり、機器や実験場所ご
とに既存無線システムへの影響の有無
等について審査を行う必要がある。

Ⅲ

UWB無線システムについては、平成
14年9月より情報通信審議会において
UWB無線システムの技術的条件につい
て審議を行っており、5GHz帯無線アク
セスシステム、第4世代移動通信システ
ム等の無線システムに対して有害な混
信を与えず、共存が可能になるような
技術的条件について検討を進めている
ところである。
昨年3月にとりまとめた中間報告で
は、パブリックコメントにおいても、放送
事業者、携帯電話事業者、電気事業連
合会等から慎重に検討すべきとの意見
が提出され、ITU-R等における国際的
な検討との整合性を図りながら引き続
き検討が必要であるとされている。
このため、ITUでの議論の結果を尊重
し、国際的な検討との整合を図り、UWB
が他の無線システムに有害な混信を与
えない共用条件についてさらに検討を
進めているところである。
また、現在、関係者の方々の協力に
より、UWBが既存の無線局へ与える影
響について実証実験を行っており、これ
らの結果についても国内での議論に反
映していきたいと考えている。
なお、実験局の対応については、早
期に免許が付与出来るように対応させ
て頂いているが、UWBの使用周波数帯
域が広帯域であり、機器や実験場所ご
とに既存無線システムへの影響の有無
等について審査を行う必要がある。
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その他

当室からの
再検討要請

本件については、「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）においても、「平成17年
度結論」と計画されているところであり、
現在の国際的な動向や実証実験の状
況、今後のスケジュール等について具
体的に示されたい。

本件については、「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）においても、「平成17年
度結論」と計画されているところであり、
現在の国際的な動向や実証実験の状
況、今後のスケジュール等について具
体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

ITUでは、UWBが他の無線通信業務
に与える影響に関する勧告案について
審議しており、その中では他の無線通
信業務を保護するためには、各周波数
帯域においてFCCのレベル41.3dBm/MHzより大幅に低い値（66.5dBm/MHz〜-113dBm/MHz）として
いる。
また、欧州では、本年2月にUWBに関
する報告書をとりまとめており、その中
では他の無線通信業務を保護するため
に必要な電力レベルは-66.5dBm/MHz
〜-113dBm/MHz としている。この報告
書公表後、EC（欧州委員会）は再度55dBm/MHzをベースに検討するよう求
め、現在再検討しているところ。
国内での実証実験についても、UWB
と多数の被干渉システム側（固定マイク
ロ、放送、携帯電話、衛星関係、無線ア
クセス）との実証実験を進めており、一
部の実証実験については終了してお
り、これらの実験結果については、順次
国内の議論に反映していく予定である。
なお、検討の組み合わせが多数である
ことや実験機材が限られていること等
から、予定している全ての実験及びそ
の結果のとりまとめを終えるまでには時
間が必要である。
ITUにおいては、早ければ本年10月に
勧告草案をとりまとめる予定であり、こ
のような国際的な検討と整合性を図り
つつ、国内の議論についても本年度内
を目途に結論を出したいと考えている。

Ⅲ

ITUでは、UWBが他の無線通信業務
に与える影響に関する勧告案について
審議しており、その中では他の無線通
信業務を保護するためには、各周波数
帯域においてFCCのレベル41.3dBm/MHzより大幅に低い値（66.5dBm/MHz〜-113dBm/MHz）として
いる。
また、欧州では、本年2月にUWBに関
する報告書をとりまとめており、その中
では他の無線通信業務を保護するため
に必要な電力レベルは-66.5dBm/MHz
〜-113dBm/MHz としている。この報告
書公表後、EC（欧州委員会）は再度55dBm/MHzをベースに検討するよう求
め、現在再検討しているところ。
国内での実証実験についても、UWB
と多数の被干渉システム側（固定マイク
ロ、放送、携帯電話、衛星関係、無線ア
クセス）との実証実験を進めており、一
部の実証実験については終了してお
り、これらの実験結果については、順次
国内の議論に反映していく予定である。
なお、検討の組み合わせが多数である
ことや実験機材が限られていること等
から、予定している全ての実験及びそ
の結果のとりまとめを終えるまでには時
間が必要である。
ITUにおいては、早ければ本年10月に
勧告草案をとりまとめる予定であり、こ
のような国際的な検討と整合性を図り
つつ、国内の議論についても本年度内
を目途に結論を出したいと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080001

zA080001

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

UWBの技術開発について

超広帯域無線
(UWB)ｼｽﾃﾑの
利用に関する
規定の整備

要望
管理番号

5077

5107

要望事項
管理番号

5077A001

5107A001

（奇数ページ：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ＮＴＴドコモ

ＫＤＤＩ株式会社

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

平成１４年９月３０日に総務大臣から情
報通信審議会にUWB無線システムの技
術的条件について諮問され、情報通信
技術分科会において審議されています。
当初スケジュールでは平成１５年９月頃
答申予定でしたが、平成１６年１月に第３
回委員会において既存の無線システム
との屋内で１台のUWBデバイスとの机上
検討の結果としてシステム毎に一定の離
隔距離が必要との中間報告がなされて
います。現在、審議中のITU-Rでの議論
を踏まえ、UWBの目標性能を考慮しなが
ら、第４世代移動通信システムを含めた
既存無線システムとの共用を図るため、
現実的な技術的条件を決めることが、早
期導入に向けて肝要と考えます。

UWBの技術開発について

情報通信審議会においてUWB無線シ
ステムの導入に向けた検討が行われて
いるが、次世代携帯電話等の移動通信
システムや無線ブロードバンドシステム
の発展に支障が起きないよう、審議会の
中間報告にも示されているように、ITU-R
勧告等を尊重し国際的な検討結果と整
合のとれた制度とすべきである。

超広帯域無線
(UWB)ｼｽﾃﾑの
利用に関する
規定の整備

4/54

具体的事業の
実施内容

要望理由

e-japan重点計画−2004において「UWB
（超広帯域無線）の技術開発」について
2004年度末を目途に結論を得ることと
なっております。一方、e-japan重点計画
−2004において「第４世代移動通信シス
テム実現のための研究開発」については
2010年までに実現を図るとなっておりま
す。特に、第４世代移動通信システムは
UWB無線システムと同じ室内での同時
使用が想定されることより、互いに干渉
を避けながらの共存が必須となるためで
す。

ユビキタスネット社会に向かう今後の
社会経済の発展にとって、次世代携帯
電話、無線ブロードバンドシステムが、重
要な役割を果たすものと期待される。そ
のためには、良好な無線回線品質を実
現する周波数の確保とその維持が不可
欠である。
一方、UWB無線システムも情報家電な
ど、家庭の情報化を促進するものとして
期待されているが、広範囲の周波数帯
の電波を発射するため、次世代携帯電
話や無線ブロードバンドシステムなど、
今後の基幹となるシステムといかに共存
するか（これらのシステムの発展の障害
とならないようにするか）が課題となって
いる。

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

zA080002

zA080002

制度の
所管省庁等

全府省

全府省

項目

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

公務員経費のカード決済

（奇数ページ：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１７年度から海外出張先で
の支払い対象を限定したカード
支払いを実施

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅳ

【国】ｂ
【国】平成１７年度から海外出張 【地方
【国】
先での支払い対象を限定した 公共
Ⅳ
団体】
カード支払いを実施
d

措置の概要
（対応策）

1.カードでの決済は、現在、海外
出張先での支払対象を限定した
少額の支払いにのみ実施して
いるところである。今後、要望主
体が要望している一般経費まで
対象を拡大することについて
は、現行の会計制度の中で効
率性、経済性、安全性等の問題
を検討したうえで導入可能であ
るか判断する必要がある。
2.また、物品調達、物品管理、
謝金・諸手当及び旅費の各業務
については、「物品調達、物品
管理、謝金・諸手当、補助金及
び旅費の各業務・システム最適
化計画」が決定されたところであ
り、今後は、最適化計画の実施
内容として掲げられた支払いの
電子化を実現するために経済
産業省が主体となって関係府省
の協力を得つつ「予算執行管理
システム」を設計・開発・運用
（運用開始予定平成２０年度）を
行うこととしている。したがって
当省としては、同システムの開
発の動向を踏まえて、可能なも
のから実施していきたい。
【国】1.カードでの決済は、現在、海外出張先
での支払対象を限定した少額の支払いにの
み実施しているところである。今後、要望主
体が要望している一般経費まで対象を拡大
することについては、現行の会計制度の中で
効率性、経済性、安全性等の問題を検討し
たうえで導入可能であるか判断する必要が
ある。
2.また、物品調達、物品管理、謝金・諸手当
及び旅費の各業務については、「物品調達、
物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費
の各業務・システム最適化計画」が決定され
たところであり、今後は、最適化計画の実施
内容として掲げられた支払いの電子化を実
現するために経済産業省が主体となって関
係府省の協力を得つつ「予算執行管理シス
テム」を設計・開発・運用（運用開始予定平
成２０年度）を行うこととしている。したがって
当省としては、同システムの開発の動向を踏
まえて、可能なものから実施していきたい。
【地方公共団体】地方公共団体の支出につ
いてクレジットカードを活用する場合、クレ
ジットカードを用いる職員が支出負担行為を
行う権限はもとより、必要に応じ、支払をする
権限、公金を保管する権限、物品の出納・保
管をする権限等の長や出納長・収入役の権
限のうち所要の権限について地方自治法の
規定により委任を受けている必要がある。
ただし、職員によるクレジットカードの使用
は、通常の長の支出命令に基づく出納長・収
入役による支払ではないため、公金の保管
や物品の出納・保管、支出の決定等の責任
の所在が曖昧となり、また、第三者による
チェックが有効に機能できないことが懸念さ
れるため、公金の保管・支出手続の透明性、
確実性、公正性等を確実に確保することに
十分留意しつつ、所要の手続等について財
務会計規則等に明確に規定した上で、住民
に疑念を持たれることがないよう慎重な運用
に努めるべきである。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

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

特に規制はない。

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。）

【国】
b

Ⅳ

特に規制はない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

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

zA080002

全府省

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

5103

5103B002

1

4

株式会社オーエムシーカード

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

zA080002

全府省

公務員経費のカード決済

5109

5109B007

1

4

株式会社オリエントコーポ
レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

7

公務員経費のカード決済

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

具体的事業の
実施内容

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

事務の合理化
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要望理由

公務員等の出張その他の公務による代金
を簡易な方法決済する

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080002

zA080002

制度の
所管省庁等

全省庁

全府省

項目

省庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入【新規】

クレジットカード決済による支払業
務

（奇数ページ：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１７年度から海外出張先での支払
い対象を限定したカード支払いを実施

平成１７年度から海外出張先での支払
い対象を限定したカード支払いを実施

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

1.カードでの決済は、現在、海外出張先
での支払対象を限定した少額の支払い
にのみ実施しているところである。今
後、要望主体が要望している一般経費
まで対象を拡大することについては、現
行の会計制度の中で効率性、経済性、
安全性等の問題を検討したうえで導入
可能であるか判断する必要がある。
2.また、物品調達、物品管理、謝金・諸
手当及び旅費の各業務については、
「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、
補助金及び旅費の各業務・システム最
適化計画」が決定されたところであり、
今後は、最適化計画の実施内容として
掲げられた支払いの電子化を実現する
ために経済産業省が主体となって関係
府省の協力を得つつ「予算執行管理シ
ステム」を設計・開発・運用（運用開始
予定平成２０年度）を行うこととしてい
る。したがって当省としては、同システ
ムの開発の動向を踏まえて、可能なも
のから実施していきたい。

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

特に規制はない。

Ⅳ

1.カードでの決済は、現在、海外出張先
での支払対象を限定した少額の支払い
にのみ実施しているところである。今
後、要望主体が要望している一般経費
まで対象を拡大することについては、現
行の会計制度の中で効率性、経済性、
安全性等の問題を検討したうえで導入
可能であるか判断する必要がある。
2.また、物品調達、物品管理、謝金・諸
手当及び旅費の各業務については、
「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、
補助金及び旅費の各業務・システム最
適化計画」が決定されたところであり、
今後は、最適化計画の実施内容として
掲げられた支払いの電子化を実現する
ために経済産業省が主体となって関係
府省の協力を得つつ「予算執行管理シ
ステム」を設計・開発・運用（運用開始
予定平成２０年度）を行うこととしてい
る。したがって当省としては、同システ
ムの開発の動向を踏まえて、可能なも
のから実施していきたい。

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

特に規制はない。
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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

zA080002

zA080002

制度の
所管省庁等

全省庁

全府省

項目

省庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入【新規】

クレジットカード決済による支払業
務

要望
管理番号

5053

5096

要望事項
管理番号

5053A160

5096A003

（奇数ページ：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

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

要望
事項番号

160

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

省庁へのコーポレートカード及び購買
カードの導入【新規】

クレジットカード決済による支払業務

8/54

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

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。

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。

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。

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。

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。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080003

制度の
所管省庁等

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

（業務）
第一条の二 行政書士は、他人の依
頼を受け報酬を得て、官公署に提出す
る書類（その作成に代えて電磁的記録
（電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によつては認識することができな
い方式で作られる記録であつて、電子
計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。）を作成する場
合における当該電磁的記録を含む。以
下この条及び次条において同じ。）その
他権利義務又は事実証明に関する書
類（実地調査に基づく図面類を含む。）
を作成することを業とする。
権利義務又は事実証明に関する書
２ 行政書士は、前項の書類の作成で
行政書士法第1条の
あつても、その業務を行うことが他の法
類の作成についての行政書士によ
2，第19条第1項
律において制限されているものについ
る独占の廃止。
ては、業務を行うことができない。
（業務の制限）
第十九条 行政書士又は行政書士法
人でない者は、業として第一条の二に
規定する業務を行うことができない。た
だし、他の法律に別段の定めがある場
合及び定型的かつ容易に行えるものと
して総務省令で定める手続について、
当該手続に関し相当の経験又は能力
を有する者として総務省令で定める者
が電磁的記録を作成する場合は、この
限りでない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

行政書士法第１９条第１項は、行政書
士の業務が国民の権利義務に深く関
わることから、一定の能力が実証され、
かつ守秘義務等が課される資格者に
限ってこれを行うことを認めることとした
ものである。
この趣旨を踏まえれば、権利義務又
は事実証明に関する書類の作成業務
を一般に認めることは、国民の利益保
護の観点から不適当と思料する。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえて、検討し、具体的対応策を示され
たい。

zA080004

総務省

第百三十八条の四
○３ 普通地方公共団体は、法律又は
条例の定めるところにより、執行機関の
条例により設置する附属機関以外
附属機関として自治紛争処理委員、審
地方自治法第138条
査会、審議会、調査会その他の調停、
の要綱等による審議会等の設置に
の４第３項
審査、諮問又は調査のための機関を置
関して法的根拠
くことができる。ただし、政令で定める執
行機関については、この限りでない。

（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）

ｃ

Ⅰ

提案主体が想定している機関が、地
方自治法第１３８条の４第３項に規定す
る、調停、審査、諮問又は調査のため
の機関たる附属機関に該当するもので
あるか明らかではないが、附属機関に
該当する場合には、附属機関は行政組
織の一環をなすものであることから、他
の行政組織と同様に議会の統制の下
におくことが必要であり、普通地方公共
団体が任意に設置する附属機関につ
いては、すべて条例により設置しなけ
ればならない。
なお、ご指摘の機関が附属機関に該
当しない場合には、当然のことではある
が地方自治法第１３８条の４第３項の適
用はないものである。

9/54

本提案に対する総務省回答では，「法
律上の手当てを必要とするもの」となっ
ていますが，具体的要望内容にも記し
たとおり，市民の意見を市政に反映す
ることを目的に市民参加をより一層拡
充していく必要があり，また市民からの
要請も高まってきています。
附属機関への市民参加では，市民意
見反映の場としての限界があり，市政
運営のあらゆる場面で市民の意見を聴
く機会を設け，こうした場に識見者，職
員も入り，多様な立場で，調査，審議し
ていくことが大切と考えています。
このような場において，調停，審査，
審議又は調査を行う機関は附属機関で
なければならないというものでなく，当
該担任事項を担う機関を条例によらず
に設置できるよう法改正に向けたご検
討をいただきたいと考えます。
また，第28次地方制度調査会の審議
項目及びその論点中にも「３地方の自
主性・自立性の拡大のあり方(2)地方自
治の弾力化」及び「４議会のあり方(1)総
論的事項○住民の参画と議会との関
係」といった審議項目がありますので，
自治体運営（市政）への住民参加と
いった視点で，当該調査会においてご
審議いただき，法改正の動きにつなげ
られればといった趣旨からのご再考を
お願いするものです。

c

Ⅰ

執行機関の権限に属する調停、審
査、審議又は調査を行う附属機関につ
いては、地方自治法第１５８条に規定す
る長の直近下位の内部組織と同様に
行政組織の一環として条例により議会
の統制の下に置く必要がある。
なお、これに該当しない、広く一般に
市民の意見を聴く機会を設けることに
ついては特段条例による必要はないも
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

zA080003

zA080004

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

権利義務又は事実証明に関する書
類の作成についての行政書士によ
る独占の廃止。

条例により設置する附属機関以外
の要綱等による審議会等の設置に
関して法的根拠

要望
管理番号

5003

5016

要望事項
管理番号

5003A001

5016A001

（奇数ページ：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

個人

国分寺市長

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

当該規制の緩和によって，法律行為の
媒介を業とする会社等（不動産取引業
者，職業紹介業者等）が当事者のために
権利義務又は事実証明に関する書類の 権利義務又は事実証明に関する書類の 書類又は電磁的記録を作成できることと
作成についての行政書士による独占の 作成を業とすることを，一般に認めてい なり，当事者に対するより円滑かつ安全
廃止。
ただきたい。
なサービスの提供が可能となる。
なお，当該規制は不明確かつ広範にわ
たっており，多分野での同様の効果が予
想される。

1 現実の取引社会において，権利義務
又は事実証明に関する書類（以下「権利
義務関係書類」という。）の作成は，記帳
代行業者や不動産取引業者といった行
政書士以外の者によって一般的に行わ
れており，既に行政書士法（以下「同法」
という。）第1条の2第1項は形骸化してい
る。仮に，同条同項を厳格に適用すれ
ば，社会生活が混乱し，かえって同法の
目的でもある「国民の利便」を害する結
果となる。
2 権利義務又は事実の証明手段につい
ては，民事訴訟手続上は何らの制限も
なく（自由心証主義；民事訴訟法第247
条），およそあらゆる文書が直接的又は
間接的に権利義務関係書類に該当しう
るにも関らず，その作成が特定の資格者
のみに独占されているかのような法規が
存在することは，国民の経済的活動や法
律的行為を無用に萎縮させるものであ
る。
3 同法第1条の2第1項における行政書
士業務の包括的な規定振りは，国民が
行政書士と弁護士との業務範囲を混同
する原因ともなっている。事件性のある
法律事務は弁護士法第72条により規制
されており，それよりも形式的に範囲の
広い権利義務関係書類の作成業務を重
ねて規制することは，過剰な規制であ
る。
4 実体法上の意思決定をも伴う代理人
としての契約関係書類の作成(同法第1
条の3第2号)が非独占とされているにも
かかわらず（同法第19条第1項本文反対

市民の意見を市政に反映することを目的
に，市民参加をより拡充していかなかれ
ばならないと考えるが，地方自治法第
規則による機関の設置が，法的根拠をも
138条の４第３項に基づき，条例設置した てれば，市民意見を反映するための市
附属機関に市民公募委員を選任すると 民参加の方法も多様な形態をとることが
条例により設置する附属機関以外の要 いった従来型の手法では，それらに対応 でき，より一層の拡充を図ることも可能と
綱等による審議会等の設置に関して法 し得なくなってきている。そのために附属 なる。しかし，条例によらないことで，容
的根拠
機関に類似する機関を要綱等によって 易に，また無秩序にこうした機関を設置
設置し，市民，識見者によって協議検討 していくものではないことは当然のことで
してきた経過がある。
あり，また附属機関と同様，真に必要の
よって，これらの機関を附属機関とは別 ある場合に設置をしていくものである。
な機関とし，規則により設置することの法
的な措置を要望するものである。

市政運営のあらゆる場面において，今や
市民参加による意見反映は必要不可欠
となっている。この目的を実現するため
に規則，訓令等により懇談会，協議会等
を設置して運用してきている。
その委員は市民（報酬，謝礼はなし。），
識見者（謝礼を支給。）で組織し，その任
務，所掌事項には計画策定のための案
を検討すること，策定された計画の進
ちょく状況を管理・評価すること，条例案
の協議・検討を行うことなどがある。首長
はそこでの検討内容や結果を参考に政
策・施策・事業の意思決定をしていくとい
う手法が日常的に行われてきている。し
かしこうした機関が，条例に基づいて設
置されていないことを理由に，違法であ
るという見解があり，早急にその法的対
応措置を講ずる必要がある。
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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

zA080005

制度の
所管省庁等

総務省

項目

行政に対する問合せ専用番号とし
ての３桁電話番号の割り当て【新
規】

該当法令等

制度の現状

・電気通信事業法第
５０条
・電気通信番号規則
第１０条第３号
・電気通信番号規則
の細目を定める件
（平成９年総務省告
示第５７４号）第３条
第２号

・電気通信番号は電気通信事業者の申
請に基づき総務大臣が指定
・１から始まる３桁の番号については、
告示及び「平成１０年度電気通信番号
に関する研究会」で取りまとめられた報
告書中の利用指針に基づき具体的な
番号を電気通信事業者に指定

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

zA080006

総務省

このように、企業職員等と一般行政職
員との間で、懲戒に係る減給処分の扱
いが異なったものとなっている。

（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

その他

当室からの
再検討要請

ー

回答では平成17年度中を目途に結論
本年９月からを目途に研究会等におい 新たな番号計画策定後のサービ
を出すとされているが、要望内容の実
て検討し、平成１７年度中を目途に結論 ス提供については、各電気通信
現を平成18年度までに実施されること
を出す。
事業者の判断による。
の可否について改めて検討されたい。

Ⅰ

ｃ
懲戒処分の制限について、企業職員
等と民間企業の労働者との均衡ではな
く、一般行政職員との均衡に重きを置く
ことは、規制改革・民間開放推進の観
点になじまないものと考えられる。
具体的には、企業職員等について
は、その従事している業務が独立採算
原則の下経営されており、民間企業に
おける類似の業務と共通する性格を有
していることから、労働基準法の適用関
係について、より民間企業の労働者に
近いものにする必要がある。したがっ
て、懲戒処分の制限についても、企業
職員等は一般行政職員との均衡では
なく、民間企業の労働者との均衡に配
慮すべきものである。
なお、国有林野事業を行う国の経営
する企業等に勤務する国家公務員（現
業職員）に対しては、国家公務員法第
74条第2項の規定が適用され、同項に
基づく人事院規則12ｰ０が適用されるこ
とから、労働基準法第91条の規定が適
用されないこととなるが、企業職員等に
ついては、地方公務員法第29条第４項
の規定が適用されるが、「法律に特別
の定めがある場合を除く外」適用される
もので、この「法律」に労働基準法第91
条が該当することから、東京地裁
（S54.3.22）の判決が企業職員等に対
し、そのまま適用されるものではない。
よって、従事する職務の性格の異なる
企業職員等を一般行政職員と同一の
量定及び効果とする必要性は認められ
ず、全国規模での対応は不可能であ
る。

企業職員及び単純労務職員（以下
「企業職員等」という。）については、労
働基準法第９１条により、就業規則で減
給を定める場合、その減給は、１回の
額が平均賃金の１日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の
総額の１０分の１を超えてはならない旨
規定されている。
一方、一般行政職については、地方公
務員法第２９条で、職員の懲戒の手続
地方公務員法第５８ き及び効果は、法律に特別の定めのあ
条第３項、地方公営 る場合を除く外、条例で定める旨規定さ
れている。
地方公務員に係る懲戒減給処分の 企業法第３９条第１
項、地方公営企業等
公平化
の労働関係に関する この条例の準則として、総務省自治行
法律附則第５項、労 政局公務員部公務員課が示している
働基準法第９１条
「職員の懲戒及び効果に関する条例
（案）」では、減給は、１日以上６月以下
給料及びこれに対する勤務地手当の
合計額の10分の１以下の額を減ずるも
のとする旨規定されており、弘前市の
条例（弘前市職員の懲戒の手続き及び
効果に関する条例）においても、基本的
にこれを踏まえたものとなっている。

措置の概要
（対応策）

11/54

要望者は、再意見において、そもそも同種の
業務を行っている職員には同一の量定及び
効果とすべきであるという考えから、地方公
務員法を含む現行制度を見直す対応を求め
ている。それを踏まえ、再度検討いただきた
い。
（要望者再意見）
①企業職員の従事する業務には、一般行政
職員と同様の業務がある（総務部門等）。ま
た病院事業や下水道事業は条例で定めた
場合は企業職員となるが、そうでない場合は
企業職員とならないため、実態上同じ業務で
も企業職員である者と一般行政職員である
者がおり、従事する業務により区分すること
に無理が有る。
②労基法の適用関係についてできる限り民
間労働者に近いものとする必要があるの
は、「公務員として欠くことのできない規制は
別として」という前提の上での話である（行政
実例）。懲戒制度は公務員制度と密接不可
分の関係にあり、「欠くことのできない規制」
である。
③地公法29条4項でいう「法律」は地公法に
対する特別法たる教育公務員特例法等を想
定しているもので、一般法たる労基法を想定
していると考えるのは適当でないという考え
がある。また地公法と労基法の間に矛盾点、
又は抵触する場合は地公法２条により地公
法の規定が優先するとの行政実例がある。
④従事する業務は同じ一般行政職員がい
る。（①参照）
⑤必要性が認められないというが、処分の
効果に最大３６倍の較差を生じたり、人事交
流した場合の不均衡、同一の業務に従事し
ている者との不均衡等地方公共団体の実務
上、大きな問題・矛盾を抱えた制度であり、
地公法の逐条解説等で問題点が指摘されて
いる。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

-

検討の結果、行政に対する問合せ専用
番号として１から始まる３桁の番号の利
用が適当との結論が得られた場合に
は、利用指針の見直し及び必要があれ
ば告示改正を行う。この利用指針の見
直し及び告示改正は平成１８年度まで
に実施する。
この利用指針（又は告示）に基づき各
電気通信事業者からの申請に応じ電気
通信番号を指定する。

Ⅰ

懲戒処分の制限について、企業職員等と
民間企業の労働者との均衡ではなく、一般
行政職員との均衡に重きを置くことは、規制
改革・民間開放推進の観点になじまないもの
と考えられる。
具体的には、企業職員等については、その
従事している事業の性格が、地方公営企業
法第17条の2に基づき独立採算原則の下経
営されており、その意味で民間企業における
類似の事業と共通する性格を有していること
から、労働基準法の適用関係について、より
民間企業の労働者に近いものにする必要が
ある。したがって、懲戒処分の制限について
も、企業職員等は一般行政職員との均衡で
はなく、民間企業の労働者との均衡に配慮
すべきものである。
なお、国有林野事業を行う国の経営する企
業等に勤務する国家公務員（現業職員）に対
しては、国家公務員法第74条第2項の規定
が適用され、同項に基づく人事院規則12ｰ０
が適用されることから、労働基準法第91条の
規定が適用されないこととなるが、企業職員
等については、地方公務員法第29条第４項
の規定が適用されるが、「法律に特別の定め
がある場合を除く外」適用されるもので、この
「法律」に労働基準法第91条が該当すること
から、東京地裁（S54.3.22）の判決が企業職
員等に対し、そのまま適用されるものではな
い。
よって、懲戒処分の制限について、企業職
員等はその従事している事業の性格が民間
企業における類似の事業と共通しており、一
般行政と異なることから、一般行政職員と同
一の量定及び効果とする必要性は認められ
ず、全国規模での対応は不可能である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080005

zA080006

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

行政に対する問合せ専用番号とし
ての３桁電話番号の割り当て【新
規】

地方公務員に係る懲戒減給処分の
公平化

要望
管理番号

5018

5021

要望事項
管理番号

5018A001

5021A001

（奇数ページ：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

横浜市

青森県弘前市

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

横浜市ではひとつの電話番号で市民か
らの問合せに一元的に応対するコール
センターを設置しているところであるが、
３桁の電話番号を割り当てれば、国民が
０Ａ〜Ｊの10桁の電話番号では国民が比
覚えやすく利用の都度番号を調べる必
較的覚えにくく、その利用の都度電話番
要がなくなるほか、横浜市のように外部
号を調べなければならないという不便等
委託でコールセンターを行っている場
行政に対する問合せ専用番号としての３ があることから、国民に対し覚えやすく利
合、その委託先が変更になった場合でも
桁電話番号の割り当て【新規】
用しやすい電話番号として行政向けの問
番号を変更する必要がなく恒常的に利
合せ専用の電話番号として３桁の電話
用することができるようになり、番号の変
番号の創設・割り当てを要望する。
更によるサービスの低下を防ぐことがで
さらに、現在他のいくつかの地方自治体
きる。
でもコールセンターを設置し又は設置を
予定しており、潜在的需要は大きいもの
と考えられる。

1

地方公務員のうち企業職員・単純労務
職員の懲戒減給処分について、労基法
第91条の適用があるものとして取り扱わ
れている運用（規制）を緩和してほしい。
具体的には、労基法第91条に優先して
地公法第29条及び同条に基づく条例が
適用されるものとして一般行政職員と均
衡を失しない減給処分が可能としてほし
地方公務員に係る懲戒減給処分の公平
い。
化
または労基法第91条による減給額の上
限について、不良製品１個等に対する制
裁と職場規律違反・対外的信用失墜に
対する制裁と分離して定める等の見直し
をして、企業職員等の重大な非違行為
は一般行政職員と均衡を失しない減給
処分が可能となるよう上限を緩和してほ
しい。
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要望理由

その他
（特記事項）

電話番号は有限な資源であるため、総
務省において電気通信事業法及び電気
通信番号規則に基づき電気通信事業者
に対し電気通信番号を割り当てていると
ころであり、３桁の行政向けの電話番号
を創設するためには、電気通信番号規
則においてその旨の番号を設定するた
めの規定を整備し、具体的に番号を割り
当てることが必要。

○米国では行政のコールセンター用の
番号として「３１１」という３桁の電気通信
番号を割り当てている。
○別添資料として、横浜市のコールセン
ターの概要を添付する。

人事交流により企業職員となった者が一
般行政職員であった期間に起こした非違 ○自治省宮川氏研究稿
行為に係る懲戒減給処分を受けることが ○要望理由説明資料
ある。この場合、処分時点で企業職員で ○関係法令抜粋
地方公務員の中で人事交流がある一般
あるため、労基法第91条による減給制限 ○富岡営林署減給事件東京地裁判決
行政職員、企業職員、単純労務職員とい
を受け、同一の非違行為を行った一般行 ○行政実例
う職員区分にかかわらず、同一事由によ
政職員と減給の効果額が最大36倍余と ○地方公務員法関係資料
る懲戒処分を受ける場合、同程度の量
なる等の不均衡が生じている。国家公務 ○仙台市行政機構図
定・効果にすることが可能となる公平、公
員の企業職員及び現業職員は、地方公 ○病院・下水道事業法適用資料
正な人事管理体制を確立することで、地
務員の企業職員及び現業職員と同様の ○企業職員数資料
方公共団体における規律と秩序を維持
法形式で形式的に労基法が適用される ○16年6月要望時総務省回答
する。
が、懲戒減給処分は労基法第91条に優 ○経営法曹会議提出意見
先して行える。国家公務員について労基 ○労務管理要覧
法第91条の規定の適用がないことを是
認した東京地裁判決がある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080007

zA080008

制度の
所管省庁等

項目

財務省 総務省 港湾関係諸税ならびに諸料金の適
国土交通省
正化

総務省

独立行政法人の余裕金の運用先
に係る制限緩和

（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

該当なし

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

独立行政法人の余裕金の運用先は、
「銀行その他主務大臣の指定する金融
独立行政法人通則 機関への預金又は郵便貯金」と規定さ
法第47条第２号
れており、主務大臣の指定があれば信
用金庫及び信用金庫連合会は余裕金
の運用先になり得るものである。

措置の 措置の
分類
内容

f

ｄ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

単に税の減免や特例措置を求めるもの
である。

―

法律の改正を行わなくても、現行制度
上、主務大臣の指定があれば信用金
庫と信用金庫連合会を独立行政法人
の余裕金の運用先に加えることは可能
である。
なお、御指摘の「規制緩和推進３か年
計画」による政府関係機関等の余裕金
の運用先の拡大については、各府省
は、「銀行その他主務大臣の指定する
金融機関への預金又は郵便貯金」と
いった法律の規定を改正するのではな
く、信用金庫と信用金庫連合会を追加
指定することにより対応している。
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その他

―

当室からの
再検討要請

要望者は、従来の個別指定という方法
ではなく、銀行と同様に包括的な容認
を求めている。何故銀行と同様に包括
的な容認ができないか、銀行との規制
上の整合性を踏まえ、見解を示すととも
に、改めて検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

d

-

措置の概要
（対応策）

経営規模や営業区域を考慮して銀行と
その他金融機関とを分け、その他金融
機関の具体的な範囲については主務
大臣の判断に委ねているところであり、
独立行政法人の業務を安定的に運営
させることの重要性を考えると個々の
法人の業務運営や財務内容に応じて
主務大臣がその他金融機関を指定す
る現行制度を維持することが適当であ
ると考える。いずれにしても主務大臣の
指定があれば信用金庫と信用金庫連
合会を独立行政法人の余裕金の運用
先に加えることは可能である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080007

zA080008

制度の
所管省庁等

項目

財務省 総務省 港湾関係諸税ならびに諸料金の適
国土交通省
正化

総務省

独立行政法人の余裕金の運用先
に係る制限緩和

要望
管理番号

5022

5032

要望事項
管理番号

5022A001

5032A027

（奇数ページ：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

社団法人日本船主協会

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

要望理由

外航船はわが国港湾への入港毎に港湾
関係諸税である「とん税」、「特別とん税」
が課されている（さらに日本籍船には固
定資産税が課されている）。また、税では
ないが、殆どの港では、環境整備負担金
として「入港料」が別途設定され徴収され
る等二重三重の負担となっている。諸外
国では、このような二重・三重の負担は
なく、さらに、徴収する場合であっても、
その徴収目的が港湾の維持・改修費用
など使途が明確化されている。しかし、
わが国では、目的も使途も全く不明確で
あり、さらに、「とん税」は国税（財務省）、
「特別とん税」は地方贈与税（港湾所在
の市町村）、「入港料」は港湾管理者と関
係者が多岐にわたるため、先ずは、徴収
の目的ならびに問題点（とん税は国税で
あるにもかかわらず、複数港への入港の
都度徴収されている）や考え方を整理
し、諸外国と水準が同等となるよう制度
改正を行うなどの適正化を図るべきであ
る。物流コストの削減ならびにわが国港
湾の国際競争力回復のためにも制度改
正は必要である。

1

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船
舶固定資産税）並びに諸料金（入港料、
港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化 公共岸壁使用料等）の徴収の目的なら
びに考え方を明確にした上で、諸外国と
同等となるよう制度の適正化を図ること。

27

独立行政法人通則法第４７条第２号によ
ると、独立行政法人の業務上の余裕金
の運用方法については、「銀行その他主
務大臣の指定する金融機関への預金ま
たは郵便貯金」となっており、「信用金庫
及び信用金庫連合会」は、案件が発生
する都度、主務大臣による指定が必要と
全ての独立行政法人の余裕金の運用先 なっている。政府関係機関等の余裕金
独立行政法人の余裕金の運用先に係る （独立行政法人通則法の運用の緩和）右 として、「銀行その他の主務大臣の指定 の運用先の拡大については、「規制緩和
継続
制限緩和
記同様
する金融機関」の条項に「信用金庫及び 推進３か年計画」において「信用金庫及
信用金庫連合会」を加える。
び信用金庫連合会」を追加する旨の閣
議決定がなされていること、どこの金融
機関と取引を開始するかどうかは当該独
立行政法人が決定すべきこと等から、銀
行が指定されている現行告示を改正す
るとともに、今後指定される告示につい
ても、「信用金庫及び信用金庫連合会」
を明記するように要望する。
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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

zA080009

zA080010

制度の
所管省庁等

国土交通省
務省

総務省

項目

総 官公需法による過度な中小建設業

者保護について

原付二輪車の届出関係事務の統
一とワンストップサービスへの取り
込み

（奇数ページ：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

官公需についての中
小企業者の受注の
確保に関する法律
地方自治法及び関
連通達

制度の現状

ー

地方税法第４４７条 自動車保有関係の手続きに関しては、
地方税法施行規則 各市町村の判断で法に則った制度の
第１６条
運用を行っている。

措置の 措置の
分類
内容

e

ｄ

−

−

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

−

要望元からの下記意見を踏まえ、具体
的な対応策を改めて検討され、示され
たい。
「①要望趣旨の補足
自動車に関しては全国規模の登録情
報データベース「自動車登録検査業務
電子情報処理システム（MOTAS）」が整
備されており、利用者はどこでも、共通
の手続きによって、容易に車検証等の
必要書類を入手することができる。一
方、自動車との対比で見ると原付につ
いては現在そうしたデータベースがな
く、そのため自賠責保険の異動・解約
事務に伴う必要書類の整備が煩雑と
なっている。そこで、原付についても何
らか全国共通のデータベースを作るこ
とで利用者利便の向上を図っていただ
きたいという趣旨。
②総務省の一次回答に利用者（原付所
有者）が市町村の税担当窓口に一回の
み（ワンストップ）で手続きを完結できる
とあるが、これは当方が「要望事項」欄
に「ワンストップサービス」という言葉を
用いたために趣旨が十分に伝わらな
かったものと思われる。
③原付の保有等に係る手続きは国で
はなく市町村の管轄事項であるため、
国の主導のみで自動車と同じような
データベースを構築することは簡単で
はないと思料するが、市町村をネット
ワークでつなぐことは主務官庁により検
討、働きかけが可能な事柄と考える。
自賠責保険が国による強制保険制度
であることを踏まえ、省庁間での、ある
いは市町村との連携をお願いしたい。」

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

地方公共団体による契約のあり方につ
いては、基本的には各地方公共団体に
おいて判断されるべきものである。な
お、分離・分割発注のあり方に関する
指針は、官公需法に基づく閣議決定
（「中小企業者に関する国等の契約の
方針について」）に地方公共団体が努
めるべき官公需に関する施策の方針が
示されているところであるため、この方
針を踏まえ適切な対応が行われている
ものと考えている。

原動機付自転車に係る軽自動車税の
申告書等は省令様式が定められてい
る。
原動機付自転車の取得、譲渡、廃車等
に係る手続は、統一様式により行われ
ている。
原動機付自転車の保有に関する手続
については、市町村以外の行政機関へ
の届出等はなく、市町村の税担当窓口
に対してのみ一回（ワンストップ）で完結
するものとなっている。
なお、自賠責保険の手続に関しては、
当省は所管していない。
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c

−

市町村が原動機付自転車の所有
者に対して義務づけている申告等
は軽自動車税の賦課徴収に係るも
のであって、自賠責保険の解約等
に関する手続はこれに含まれない
ため、自賠責保険解約のための必
要書類の整備等のために、市町村
担当部局が全国的なデータベース
を構築する理由はない。
なお、廃車申告受付証の交付等に
ついては、市町村の税務行政に必
要な事務ではないが、自賠責保険
制度の趣旨に鑑み、税窓口におい
て任意かつ無償で行っているところ
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

zA080009

zA080010

制度の
所管省庁等

国土交通省
務省

総務省

項目

総 官公需法による過度な中小建設業

者保護について

原付二輪車の届出関係事務の統
一とワンストップサービスへの取り
込み

要望
管理番号

5034

5046

要望事項
管理番号

5034A023

5046A018

（奇数ページ：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）関西経済連合会

（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

23

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

18

自賠責保険の異動・解約においては、証
明書とともに、異動・解約事由を証明す
る書類を求めている。原付の場合、登録
ではなく、届出市町村ごとに管理されて
おり、様式や請求方法も統一されいない
こともあって、転居・移転を伴う場合や契
原付の届出・変更等に関して市町村ごと
約者が遠方の場合など取り付けに支障
に差異のある書類の名称や様式、手続
自賠責保険の異動・解約事務の必要書 を来すことがある。たとえば、廃車による
きを統一したうえで、届出事項・廃車申
原付二輪車の届出関係事務の統一とワ
類の取り寄せが確実・簡易に行えること 解約では、市町村で「廃車申告受付証」
告・標識返納などの手続きや証明書類
ンストップサービスへの取り込み
により、契約者サービスの向上と事務効 を証拠書類として取り付けているが、名
の取り寄せが容易となるよう、ワンストッ
率化が図られる。
称が異なる場合がある。直接の窓口が
プサービスのインフラに市町村が加われ
市町村であっても、実務上の便宜のため
る仕組みを検討して頂きたい。
に統一を図るとともに、市町村をネット
ワークでつなぐことは主務官庁により検
討、働きかけが可能な事柄と考える。自
賠責保険が国による強制保険制度であ
ることを踏まえ、省庁間での、あるいは
市町村との連携をお願いしたい。
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１．発注規模の細分化はコストアップ及
び工期の長期化が不可避であり、非効
率である。

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

zA080011

制度の
所管省庁等

総務省

項目

制度の現状

消防法施行令別表第１（５）項イに掲
げる旅館等、又は、（16）項イに掲げる
特別豪雪地帯における高床式農家 消防法第17条第１項 複合用途防火対象物のうちその一部が
民宿の各種設置基準の緩和（消防 消防法施行令第21 旅館等の用途に供されているものに該
当する防火対象物で延べ面積が300㎡
条、別表第１
法、建築基準法）
以上のものに関しては、自動火災報知
設備を設置することとされている。

総務省

不正軽油対策

zA080012

該当法令等

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）

軽油を製造するとき、軽油に軽油以外
の炭化水素油を混和するとき等は、原
則として都道府県知事の承認を受けな
ければならない。
違反した者は、５年以下の懲役若しく
地方税法第７００条
は５００万円以下（法人：３億円以下）の
の２２の２、２２の３
罰金に処し、又はこれを併科する。
等
違反して製造された軽油等を情を
知って譲り受けるなどした者は、２年以
下の懲役若しくは２００万円以下（法人：
１億円以下）の罰金に処し、又はこれを
併科する。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｄ

措置の概要
（対応策）

-

旅館等については、不特定多数の者
の出入りがあるだけでなく、就寝を伴う
ものであり、火災が発生した場合、安全
かつ円滑な避難に支障を生じるケース
が多く想定され、人命危険性が高いこ
とから、一定規模（延べ面積３００㎡）以
上のものに自動火災報知設備の設置
が義務付けられているところであり、ま
た当該旅館等の管理又は経営等をす
る者には当然にその宿泊者の安全を確
保する責任があることに鑑みれば、自
動火災報知設備の設置基準を緩和す
ることは困難である。
代替措置として自動火災報知設備に
代えて住宅用火災警報器や避難はしご
等の設置が提案されているが、主とし
て居室内部にのみ火災の発生を報知
することを目的とした住宅用火災警報
器のみでは、火災が発生した場合に在
館者全てに火災の発生を報知し、早期
に避難を開始させることは難しく、同等
の安全性を確保することはできないと
考える。

ー

総務省では、平成１６年度税制改正
において、軽油引取税を脱税した者や
都道府県知事の承認を受けずに軽油
を製造した者等に対する罰則の大幅な
引上げ、不正軽油を譲り受けるなどし
た者に対する罰則の創設等の対策を
講じたことに続き、平成１７年度税制改
正において、夜間に強制調査を行うこと
ができる税目に軽油引取税を加えるな
ど改正を行ったところである。
都道府県においては、これらの改正
法の規定を積極的に適用し、犯則調査
を行っている。
また、昨年９月には消防庁と、本年７
月には国土交通省と、それぞれ全国に
設置されている不正軽油対策協議会等
への参加や不正軽油の取締りに関する
情報の提供・共有の在り方等について
取決めを行うなど、不正軽油の撲滅に
向け、関係省庁等との協力関係を推進
しているところである。
今後とも、不正軽油製造・流通の実態
を踏まえた上で、関係省庁等と連携を
図りつつ、軽油引取税脱税防止対策の
更なる強化策について検討していくこと
としている。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者より以下のとおり再意見が来て
おり、再度、貴省からの回答を頂きた
い。
「一般の農家民宿は客室数が概ね２部
屋程度で延べ床面積も300㎡未満の小
規模のものが多いが、特別豪雪地帯に
おいては、雪で埋没する１階基礎部分
を高くする必要があるため、その多くが
延べ床面積300㎡以上となり、自動火
災報知設備の設置義務が生じている。
特別豪雪地帯における高床式農家民
宿は、客室数が概ね２部屋程度の小規
模なものであり、住宅用火災警報器と
ブザーを連動させることにより全ての宿
泊者等に対して火災の発生を報知する
ことが可能であり、さらに各客室に避難
はしご等を設置することにより各客室か
ら安全に避難することができることか
ら、これらの条件を満たす場合、自動火
災報知設備の設置判断に用いる延べ
床面積から居室に供しない１階基礎部
分を除外するよう要望する。」

措置の 措置の
分類
内容

c

-

旅館等については、不特定多数の者の出入りが
あるだけでなく、就寝を伴うものであり、火災が発
生した場合、安全かつ円滑な避難に支障を生じる
ケースが多く想定され、人命危険性が高いことか
ら、一定規模（延べ面積３００㎡）以上のものに自動
火災報知設備の設置が義務付けられているところ
であり、また当該旅館等の管理又は経営等をする
者には当然にその宿泊者の安全を確保する責任
があることに鑑みれば、自動火災報知設備の設置
基準を緩和することは困難である。（なお、消防法
施行令別表対象物の用途に供される部分の面積
が一般住宅の用途に供される部分の床面積の合
計よりも小さく、かつ、当該令別表対象物の用途に
供される部分の床面積の合計が50㎡以下の場合
は、当該防火対象物は一般住宅に該当するものと
されている。）
また、高床式農家民宿の１階基礎部分が駐車場
その他の用途に供されているならば、その基礎部
分についても出火可能性があり、居室に供しないこ
とをもって面積算定から除外することはできない。
（ただし、１階基礎部分が開口部のない耐火構造の
床又は壁で区画されているときは、消防用設備等
の技術上の基準の適用については、当該１階基礎
部分とその他の部分を別個の防火対象物とみなす
こととされている。）
かつ、旅館等を含む防火対象物は、その用途、
態様、火災危険性等に応じてそれぞれ必要な消防
用設備等が定まるものであり、自動火災報知設備
の設置及び維持の基準についても、年間を通じて
当該防火対象物がおかれる状態に着目して定める
べきであり、これを緩和することはできない。
さらに、代替措置として自動火災報知設備に代え
て住宅用火災警報器及びブザー等の設置が提案
されているが、これらは自動火災報知設備と同等
の性能が担保されておらず、火災発生時に速やか
に在館者全てに火災の発生を報知し、早期に避難
を開始させることが困難な場合もあり、自動火災報
知設備と同等の安全性を確保するものではないと
考える。

d

ー

引き続き、関係省庁等と連携を推
進し、軽油引取税脱税防止対策の
更なる強化策について検討していく
こととしているところである。

要望者から次のとおり意見が提出され
ていることを踏まえ、改めて検討された
い。
○不正軽油製造・販売等を根絶するた
めに日夜行われている地方自治体の
対策が無駄にならないよう、関係省庁
の連携を更に強化し、実効性のある対
策を講じること。

措置の概要
（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

zA080011

制度の
所管省庁等

総務省

項目

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

要望
管理番号

5047

要望事項
管理番号

5047A001

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1

要望主体名

新潟県

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

平成１６年１２月１０日付けで全国展開さ
れた農家民宿の消防用設備等に関する
特例基準では、各客室から直接外部に
容易に避難できる等の場合には、「誘導
灯」「誘導標識」「消防機関へ通報する火
災報知設備」の設置を要しないとされ、
一般住宅を活用した農家民宿開業に向
けた規制緩和が図られた。
しかし、特別豪雪地帯においては、雪
で埋没してしまう1階部分を基礎コンク
リート造りにして車庫や作業場とし、2
特別豪雪地帯における高床式農家民宿
階、３階部分に居住するという高床式住
の各種設置基準の緩和（消防法、建築
宅が多数見られ、この多くは延べ床面積
基準法）
が300㎡以上に該当し、自動火災報知設
備の設置が義務付けられ多額の投資が
必要になるなど大きな障害となってい
る。
特別豪雪地帯の高床式農家民宿につ
いては、住宅用火災警報器や避難はし
ごの設置等により各客室から安全に避
難できる等の条件を満たす場合、「自動
火災報知設備の設置判断に用いる延べ
床面積から居室に供しない１階基礎部分
を除外する。」

不正軽油製造等を根絶するため、関係
省庁が一体となった実効性のある対策
を講じること。

総務省

不正軽油対策

zA080012

5048

5048A013

1

1

東京都

13

不正軽油対策

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）
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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）

自動火災報知設備の設置基準は、雑
居ビル火災を契機に平成15年10月に規
制強化（500㎡⇒300㎡以上）されたもの
で、市街地の建築物と同様の厳格な規
制が農家民宿にも適用されている。
これは、火災発生初期における警報到
○添付資料1:新潟県における高床式住
達性の悪い雑居ビルを想定した規制と
宅の状況写真
考えられ、1階基礎部分を居室に供しな
○添付資料2:特別豪雪地帯の高床式住
い高床式住宅には過大な設備であり、現
宅比較図（構造、避難経路）
行制度では特別豪雪地帯の農家民宿開
○添付資料3:豪雪地帯及び特別豪雪地
業の大きな障害になっている。
帯地図
本規制緩和により特別豪雪地帯におけ
る農家民宿の開設の可能性が拡大する
ことで、都市と農山村との交流がさらに
促進し、中山間地域の新たなビジネス
チャンスとして地域の活性化が期待され
る。

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

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080013

zA080014

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

行政財産に対する制限の緩和

該当法令等

制度の現状

行政財産である土地は、その用途又
は目的を妨げない限度において、国、
地方自治法第２３８
他の地方公共団体その他政令で定め
条の４②
るものに対し、政令で定める用途に供さ
地方自治法施行令
せるため、政令で定めるところにより、
第１６９条
これを貸し付け、又はこれに地上権を
設定することができる。

（財産の管理及び処分）
第二百三十七条
３ 普通地方公共団体の財産は、第二
百三十八条の五第二項の規定の適用
がある場合で、議会の議決によるとき
でなければ、これを信託してはならな
い。
（普通財産の管理及び処分）
第二百三十八条の五
地方自治法第237条 ２ 普通財産である土地（その土地の
地方公共団体の基金の運用に関す 第3項、第238条の5 定着物を含む。）は、当該普通地方公
第2項
共団体を受益者として政令で定める信
る規制の緩和
地方自治法施行令 託の目的により、これを信託することが
第169条の3
できる。
（信託の目的）
第百六十九条の三 地方自治法第二
百三十八条の五第二項 に規定する政
令で定める信託の目的は、信託された
土地に建物を建設し、又は信託された
土地を造成し、かつ、当該土地（その土
地の定着物を含む。）の管理又は処分
を行うこととする。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

行政財産の貸付ができるものの範囲
の見直しについては、検討することとし
たい。

「行政財産の貸付ができるものの範
囲の見直しについては、検討することと
したい。」との回答であるが、行政財産
の一時的な使用に限らない長期の貸付
等に関しての具体的な検討状況、スケ
ジュールについて回答いただきたい。

地方公共団体の基金に属する財産等
の活用については、その信託の可否も
含め、慎重に検討していくこととしたい。

要望者の以下の意見を踏まえ再検討
願いたい。
「基金に属する有価証券の信託による
運用は、国債等元本の毀損の恐れの
ない安全な有価証券を、受託者である
信託銀行の固有財産との分別保管を
前提とし、経営の安全性・健全性が確
認できる金融機関等に限定して貸し出
すものである。
したがって、健全な財政運営を阻害す
るものではなく、自治法第241号第2項
に規定する基金の確実かつ効率的な
運用に十分資すると考えられる。このた
め、次期法改正の機会において、本信
託の実施が可能となるよう法改正を強
く要望する。」
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

現在、地方公共団体等からの要望を
踏まえ、貸付が可能な行政財産の範囲
等について鋭意検討しているところであ
る。なお、貸付可能な行政財産の範囲
Ⅰ・Ⅱ
等の拡大については、地方自治法等の
改正が必要であると考えており、次期
通常国会を念頭において、必要な検討
や作業を行ってまいりたい。

b

現在、地方公共団体等からの要望を
踏まえ、鋭意検討しているところであ
る。なお、信託の対象となる財産の範
囲の拡大については地方自治法等の
改正が必要と考えており、次期通常国
会を念頭において、必要な検討や作業
を行ってまいりたい。

Ⅰ・Ⅱ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080013

zA080014

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

行政財産に対する制限の緩和

地方公共団体の基金の運用に関す
る規制の緩和

要望
管理番号

5048

5048

要望事項
管理番号

5048A016

5048A017

（奇数ページ：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

16

17

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

行政財産に対する制限の緩和

具体的事業の
実施内容

現在、行政財産の貸付けが認められて
いるのは、地方自治法施行令第１６９条
に掲げられる国、地方公共団体庁舎の
・自治体が所有する公有財産のうち行政
合築の場合等に限られており、民間企
財産については、法律により私権の設定
業・団体等の民間事業者に対しての貸
が禁止され、民間への貸付けができない
付けは認められていない。このため、民
などの制約がある。
組織の統廃合等により庁舎等の一部 間事業者に庁舎等の空き床を使用させ
・公有財産の管理等については、各自治
に空き床が生じているが、これを民間事 ようとした場合には、目的外使用を許可
体がそれぞれの状況に応じ、更に有効
業者等に貸し付けることにより、有効活 する以外に方法はない。この目的外使
活用できるよう、法律による一律の規制
用を図る。
用許可は、行政目的を妨げない範囲に
を見直すべきである。
限られ、使用は最小限度に留められるこ
・ついては、行政財産に対する制限を緩
とから、財産を有効活用する手段として
和し、弾力的に活用できるよう、法律の
は限界がある。このため、行政財産のよ
規定を整備すること。
り有効活用が図られるように、貸付け等
が可能となるような地方自治法の規定改
正を要望する。

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

運用有価証券信託は、保有する国債等
の有価証券を、受託者である信託銀行
の固有財産との分別保管を前提とし、安
全性が確認できる金融機関等に限定し
て貸し出し手数料を得ることを目的として
信託するものである。
現状では、地方自治法により基金に属
する有価証券を信託することは認められ
ていないが、より効率的な運用を図るた
め、これを信託銀行等に対して信託する
ことを可能とするよう法改正を要望する。

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

zA080015

zA080016

制度の
所管省庁等

総務省

項目

該当法令等

「危険物施設の変更
消防法完成検査認定制度における 工事にかかる完成検
査等について」平成
運用改善
11年３月17日消防庁
通達消防危第22号

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

（奇数ページ：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

「規制緩和推進計画の再検討につい
て」（平成9年3月28日閣議決定）におい
て、一定の要件を満たす危険物の製
造･貯蔵施設等の変更工事に伴う完成
検査又は完成検査前検査に関し、自主
的な検査を適切に行うことができると認
められるものについて所要の検討を行
うこととされたところである。
消防庁では、この制度のあり方につ
いて、安全性を損なわないことを前提に
検討を行い、工事管理を含む保安に優
れた体制を有することが実績からも明
らかであると認められる事業所が行う
一定の変更工事について、市町村長等
は事業所の自主検査結果を活用して
完成検査を実施することができることと
している。

「石油コンビナートに係る保安四法の合
消防法第10条第４項
理化・整合化促進に関する実務者検討
危険物の規制に関
委員会」における検討結果を踏まえて、
する政令第11条第１
申請書類の共通化、検討結果の相互
項第４号
活用等の様々な措置を講じている。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

これまでの制度の運用状況を踏ま
え、認定事業所の要件等について、安
全性を損なわないことを前提に見直し
について検討する。

回答では、認定事業所の要件等につい
て、安全性を損なわないことを前提に
見直しについて検討するとあるが、
①見直しについての具体的な内容およ
びスケジュール（実施時期）を示された
い。
②要望者は、現状の市町村による運用
の違いも指摘していることから、認定制
度の運用について、市町村、検査主
体、事業者に対して周知徹底するな
ど、現状の問題として対応を検討され
示されたい。
③検査主体が、自主検査結果を活用し
て完成検査を実施する場合と、自主検
査結果を活用せずに完成検査を実施
する場合では、検査主体のコストは大
きく異なるはずであり、検査手数料の減
額は可能と考えられる。また、高圧ガス
保安法に基づく認定事業者は、自主検
査を認められており、検査手数も不要と
なっている。この点についての見解を示
すとともに、検査手数料の減額につい
て改めて検討されたい。

保安四法については、各法令の目的に
より保安を確保するための規制が設け
られており、消防法においては、危険物
の貯蔵・取扱いに伴う安全を確保する
ことを目的とするものであるが、更なる
合理化・整合化を図るため、「石油コン
ビナートに係る保安四法の合理化・整
合化促進に関する実務者検討委員会」
における検討結果を踏まえて、手続き
の整合化、技術基準の整合化等の
様々な措置を講じてきているところであ
る。

「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。
②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。こ
の点についても見解を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

各市町村の運用状況を含め、認定事業
所制度の運用に係る情報収集を行って
いるところ。今後、安全性を損なわない
ことを前提として、認定事業所の要件
等につき検討を行い、見直しの必要が
生じた際にはＨ１８年度中に措置・周知
する予定。

c

保安四法については、各法令の目的
により保安を確保するための規制が設
けられており、消防法においては、危険
物の貯蔵・取扱いに伴う安全を確保す
ることを目的とするものであるが、その
更なる合理化・整合化を図るため、「石
油コンビナートに係る保安四法の合理
化・整合化促進に関する実務者検討委
員会」における検討結果 を踏まえて、
申請書類の共通化、検討結果の相互
活用等の様々な措置を講じているとこ
ろである。
重複規制の例としてあげられている
圧力タンクの水圧試験に係る基準に関
しては、高圧ガス保安法又は労働安全
衛生法との整合化が図られているとこ
ろであるが、今後も他の法令の基準に
よっても危険物施設について同等以上
の安全性が確保されるときは、整合化
を図っていくこととしている。
また、危険物施設の基準について
は、タンクコンテナ等従来から国際基準
との整合性の確保について措置してき
ているが、今後とも、危険物施設の基
準が国際的に求められているものと同
等となるよう取り組むこととしている。
認定事業所制度については、各市町
村の運用状況を含め、情報収集を行っ
ているところ。今後、安全性を損なわな
いことを前提として、認定事業所の要件
等につき検討を行い、見直しの必要が
生じた際にはＨ１８年度中に措置・周知
する予定。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080015

zA080016

制度の
所管省庁等

総務省

項目

消防法完成検査認定制度における
運用改善

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

要望
管理番号

5052

5053

要望事項
管理番号

5052A002

5053A123

（奇数ページ：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

石油化学工業協会

(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

2

認定優良事業者が行う一定範囲の変更
工事について、自主完成検査結果を活
用する制度がある。しかし、自主検査結
本来の自主検査制度を目指し、以下の 果の報告を受理し書類審査した上で使
運用改善を図る。
用許可が出る、という形式であり、事業
１．完成検査報告は結果一覧表のみと 者に完成検査の責任を委ねたものでは
し、認定申請内容に沿って検査記録が ない。このため、次の問題がある。
作成・管理されているのを事後確認す
１．書類審査のための提出書類が多い。
消防法完成検査認定制度における運用
る。
２．市によっては完成検査報告書提出の
改善
２．申請書類は通常の申請書に一致させ 翌日でないと許可が下りない。（自主検
る。
査でなく官庁立会い検査では口答で使
３．完成検査報告書提出時点で装置を 用許可が下りる。）
稼動できるとする。
４．検査手数料の減額。
以上の結果として、事業者による自主的
検査の充実や自主保安の推進を図ると
いう、制度の本来の趣旨が発揮されてい
ない。

123

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

保安法令の重複適用の排除

22/54

要望理由

その他
（特記事項）

認定制度により事業者の自主保安を図
る効果が発揮されていない。
市によって異なるが、認定事業所の自主
検査の方が申請書類が増えたり、また自
主検査終了後翌日でないと稼動できな
い等、従来の官庁検査と較べて合理化
が図れない面がある。
認定制度制定当初の消防庁と業界の合
意とは齟齬が生じており、自主保安推進
という本来の立場から制度の運用面の
改善を図り、その趣旨を市町村に再徹底
して頂きたい。
また検査料は自主検査へ移行したことに
伴い減額されるのが合理的と考える。

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。

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
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

要望者は、リング火災の拡散防止と防
災要員の安全確保はともに必要不可欠
であると考えており、いずれも満たすよ
うな対策について、いわゆるＩ−Ｓ型泡
放射砲の使用を含め、再度検討いただ
きたい。

zA080017

zA080018

総務省

総務省

1-S型泡放射砲のリング火災への
適用

石油コンビナート等
災害防止法第１６条
第４項石油コンビ
ナート等災害防止法
施行令第８条

電波法第１００条、電
波法施行規則第４４
高速電力線搬送通信(PLC：Power 条及び第４６条、無
線設備規則第５９条
Line Communication)の早期実用化 及び第６０条、平成１
６年総務省告示第８
７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）

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

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

Ｃ

ｂ

−

Ⅲ

いわゆるＩ−Ｓ型泡放射砲を担いでタン
ク上部に防災要員が上がり消火を行う
際の安全性の確保に係るデータとは、
単に放射熱（輻射熱）のことを考慮する
だけではなく、火災の拡大及び屋根の
沈下等あらゆる可能性における安全性
の確保を担保するデータのことを言うも
のであり、放射熱のデータだけでは不
十分である。なお消防庁では、消防職
員によるタンク上部に上がっての消火
活動については、安全確保の面から想
定していない。

２〜３０ＭＨｚの周波数を用いる高速電
力線搬送通信については、現在総務省
において関係者に参加いただき「高速
電力線搬送通信に関する研究会」を開
催し検討を行っているところであり、そ
の中で必要な実験やデータ取得も実施
しているところである。
検討の結果、実用上の問題がないこと
が確認されたものについて、技術的条
件の策定など関係法令の改正を行って
いくこととなる
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−

（要望者再意見）
リング火災について、米国では地上か
らの泡放射は浮き屋根沈下の二次災
害を防止する観点から禁止されてい
る。
十勝沖地震で浮き屋根が沈下し全面
火災になったことを踏まえれば、防災要
員がタンクに登り、側板上部に泡放射
を取り付けて消化する方法によって、浮
き屋根を沈下させることなく、安全な消
化は可能と考えられる。防災要員がタ
ンク上部に上がり消火活動を行う際の
安全確保は当然必要であり、そのため
の何らかの工夫が必要である。
消火活動の際、泡放射砲の取り付け
までに４０〜５０分かかるため、消防自
動車に比べて時間を要するとの指摘が
あるが、消化までに要する全体の時間
を比較すれば、タンク上部からの消化
方法は圧倒的に即効性があると思われ
る（米国での実績では、泡放射砲の平
均消化時間は３分である）。安全性や
実効性からみて、消防自動車による地
上からの泡放射法について検討するべ
きである。

本件については、規制改革・民間開放
推進３か年計画（平成17年３月25日閣
議決定）においても、平成17年度検討・
結論となっており、現在の検討をふま
え、速やかに結論の上、措置されたい。

c

b

-

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

①浮き屋根式タンクのリング火災に
対し、３点セット（大型化学車、大型高
所放水車及び泡原液搬送車）の場合
は、高所から放水するため、火点に対
して正確に放射することが比較的容易
であるが、いわゆるⅠ−Ｓ型泡放射砲
は地上から放射するため、その正確性
が３点セットに比べ劣る、②３点セット
は、例えば高所で発生したプラント火災
に対し、地上２２メートル以上の高所か
ら有効放射が可能であること等、Ⅰ−Ｓ
型泡放射砲が有していない汎用性の高
い性能を保有していることに鑑み、１
セットのみの配備が義務付けられてい
る事業所等においてその配備の必要性
が高い等の理由から、「複数の３点セッ
トを保有する場合における２セット目以
降の大型高所放水車との代替を可能と
する。」という検討結果が出されてい
る。このため、２セット目以降の代替に
ついて技術基準を定めるべく検討を
行ってきており、消火能力等の性能、消
防戦術、活用方法等について３点セット
と比較したデータ等の提示を要望団体
に要請しているところである。
なお、前回回答しているとおり、消防
職員に対しⅠ−Ｓ型泡放射砲を担いで
タンク上部に上がり、消火活動を行うよ
う命じることは、データいかんに関わら
ず、当該活動に係る職員の人命に対す
る安全確保の面からみて全く考えてい
ない。

高速電力線搬送通信については、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
おいて、１７年度中に検討・結論とされ、
「屋内における電力線搬送通信の利用
に関し、電力線搬送通信設備に使用す
る周波数帯を拡大（２ＭＨｚ〜３０ＭＨｚ
を追加）した場合に、漏えい電波が無線
通信や放送等へ及ぼす影響について
実用上の問題の有無を明らかにすべ
く、関係者を交えた技術的な検討を進
め、結論を得る。」とされており、現在総
務省において関係者に参加いただき
「高速電力線搬送通信に関する研究
会」を開催し検討を行っているところで
ある。また、その中で必要な実験や
データ取得も実施しているところであ
る。検討の結果、実用上の問題がない
ことが確認されたものについて、技術的
条件の策定など関係法令の改正を行っ
ていくこととなる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080017

zA080018

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

1-S型泡放射砲のリング火災への
適用

高速電力線搬送通信(PLC：Power
Line Communication)の早期実用化

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A124

5053A126

（奇数ページ：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

124

126

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

1-S型泡放射砲のリング火災への適用

高速電力線搬送通信(PLC：Power Line
Communication)の早期実用化
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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）

リング火災の消火に対する1-S型泡放
射砲の使用を、１セット目から認めるべき
である。

タンクのリング火災に対し、消防自動車
で地上から放射しても、フォームダム内
の火災状況や泡投入状況が見えないた
め、殆どの泡が浮き屋根に落下すること
となり、浮き屋根の沈下に繋がりかねな
いなど、効率的な消火が困難である。
１-Ｓ型泡放射砲は、タンクのトップアン
グルに設置できるため、フォームダムの
タンクのリング火災については、法令
火炎に対してピンポイントの消火が可能
上３点セット（大型化学消防車、大型高
であり、効率的な消火が可能となる。な
所放水車、泡原液搬送車）で消火するよ
お、１セット目からの適用に関して、防災
う義務付けられている。
要員がタンク上部に上がる際の安全性
については、耐熱服を着用した場合の輻
射熱の影響について実験データを得て
おり、また機材の設置についても、安全
装置を備えたリフター設置の実験を実施
しており、１-Ｓ型泡放射砲による迅速か
つ着実なリング火災の消火は可能と考
えられる。

２MHz〜30MHzの高周波数帯を用いる
高速電力線搬送通信の実用化を早期に
認めるべきである。そのために、総務省
「高速電力線搬送通信に関する研究会」
における検討を進め、実証実験の結果、
実用上の問題がないことが確認されたも
のについては、早期に関係法令の改正
を行い、実用化を認めるべきである。

電力線搬送通信は、既存のインフラで
ある電力線を利用することから、新たな
電力線搬送通信については、無線設
通信線を敷設する必要がなく、家庭内の
備規則第59条により、10kHz〜450kHzを
各コンセントからのブロードバンドアクセ
使う低速タイプが既に実用化されている
スが可能となるなど、容易にネットワーク
ものの、世界的に実用化が進みつつあ
を構築し、通信を行うことができる。 し
る２MHz〜30MHzの高周波数帯を使用し
かし、現行で使用が許可されている周波
た高速電力線搬送通信については、実
数帯域（10KHz〜450KHz）では、100kbps
用化は認められていない。高周波数帯を
程度の低速度の通信しか実現できず、ま
使用した高速電力線搬送通信について
た家電機器によるノイズ等の影響を受
は、2004年１月に漏洩電界強度の低減
け、安定的な通信ができない。一方、
技術を検証するための実証実験制度が
2MHz〜30MHzの周波数帯を用いた高速
導入され、実験データの取得が進められ
電力線搬送通信では、数Mbps〜数
ている。加えて、総務省は高速電力線搬
10Mbpsの高速通信が実現でき、ノイズ
送通信と無線利用との共存可能性・共存
の影響も少なく、安定的な通信が可能と
条件等について検討を行うため、「高速
なる。高速電力線搬送通信は容易にブ
電力線搬送通信に関する研究会」を設
ロードバンド環境を実現するものであり、
置し、2005年１月より検討を進めており、
国家的課題である早期のブロードバンド
本年秋を目処にとりまとめを行う予定で
の普及、デジタルデバイドの解消に大き
ある。
く貢献することが期待されており、その早
期実用化は国家的課題である。

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

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえて、検討し、具体的対応策を示され
たい。

zA080019

総務省

自家用電気工作物の用に供する有線
電気通信設備について、①二人以上の
者が共同で設置するもの、②他人の設
自家用電気工作物の用に供する有 有線電気通信法第３ 置した有線電気通信設備と相互に接続
条
されるもの、③他人の通信の用に供さ
線電気通信設備の届出の廃止
同施行規則第６条
れるもののいずれかに該当するもので
あるときは、有線電気通信法第３条第２
項の規定に従って届出を要する。

C

Ⅲ

自家用電気工作物の用に供する有線
電気通信設備の設置のうち、①二人以
上の者が共同で設置する場合、②他人
の設置した有線電気通信設備と相互に
接続する場合、③他人の通信の用に供
する場合については、設置者以外の者
にも影響を与えるため、有線電気通信
法等で定められた規定（当該規定は、
電気事業法に基づく電気設備に関する
技術基準に適合するだけではカバーさ
れない）の遵守を担保する観点から、必
要最小限の規律として届出を課してい
るものである。

Ⅲ

特定小電力無線局は、比較的狭い範
囲で使用する無線通信の需要に対応
するものであり、要望される遠隔地等へ
の広範囲な通信ニーズに対しては、無
線従事者を不要とし、簡易な免許手続
きにより開設が可能な簡易無線局を利
用することで、十分な対応が可能であ
る。
また、特定小電力無線局は、免許不
要局であり、特に電波の知識を必要と
しない一般利用者を想定し、かつ、多
数の利用者が周波数を共用して利用す
るため、混信の防止、不法な設備改造
による他の無線局への妨害防止等の
観点から、それぞれ必要な技術的条件
を定めている。
要望される給電線及び接地装置の設
置の容認は、送信設備とアンテナが分
離されることとなり、不法改造による電
力の増力や証明を受けていない高利得
アンテナの利用を容易にし、同一周波
数を共用している他の特定小電力無線
局の運用に支障が生じるなど、今後の
電波利用環境の悪化を招くことが想定
さるため、認められない。
なお、特定小電力無線局は、平成元
年に制度化され、これまでの間、不法
な設備改造による他の免許局への混
信等の特段の報告は無く、不法改造が
横行するアマチュア無線等に比べ利用
しやすい電波利用環境の秩序が図られ
てきている。これらの一つの要因として
は、当該アンテナと設備との一体化を
図り、給電線や接地装置等を要しない
など、無線設備の構造上、不法な設備
改造を困難にさせていることが挙げら
れる

特定小電力無線局は、比較的狭い範
囲の通信ニーズに対応する無線局で
あって、法令に定める技術基準に適合
する旨証明を受けた無線設備を利用す
無線設備規則第49 ることにより、免許を要しない無線局と
特定小電力無線局の無線設備にお 条の14第１号ニ
して制度化されたものである。
zA080020

総務省

ける給電線及び接地装置の設置の
平成13年総務省告
容認 【新規】
示第90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
当該特定小電力無線局は、免許制度
と異なり、誰もが自由に利用可能であ
る反面、利用者保護の観点から混信回
避や不法改造防止など、適正な電波利
用環境が保たれるよう一定の技術基準
を設けている。
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省令第50条の規定に基づき設置され
る、自家用電気工作物の用に供する有
線電気通信設備については、電気事業
法に基づく電気設備に関する技術基準
を満たしていることから、脱法的に電気
通信事業を営むことの未然防止、通信
の秘密の確保等は十分担保できると考
えているところ。
今回の回答では、「自家用電気工作
物の用に供する有線電気通信設備の
設置のうち、①二人以上の者が共同で
設置する場合、②他人の設置した有線
電気通信設備と相互に接続する場合、
③他人の通信の用に供する場合につ
いては、設置者以外の者にも影響を与
えるため、有線電気通信法等で定めら
れた規定（当該規定は、電気事業法に
基づく電気設備に関する技術基準に適
合するだけではカバーされない）の遵守
を担保する観点から、必要最小限の規
律として届出を課しているもの」とある
が、カバーされないところとは具体的に
どのようなものか。

c

Ⅲ

電気事業法に基づく電気設備に関す
る技術基準を定める省令においては、
電力保安通信設備の施設に関する原
則を規定しているにすぎず、有線電気
通信法及び有線電気通信設備令を初
めとする関連政省令で規定している事
項を担保するものではない。

Ⅲ

高速電力線搬送通信については、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
おいて、１７年度中に検討・結論とされ、
「屋内における電力線搬送通信の利用
に関し、電力線搬送通信設備に使用す
る周波数帯を拡大（２ＭＨｚ〜３０ＭＨｚ
を追加）した場合に、漏えい電波が無線
通信や放送等へ及ぼす影響について
実用上の問題の有無を明らかにすべ
く、関係者を交えた技術的な検討を進
め、結論を得る。」とされており、現在総
務省において関係者に参加いただき
「高速電力線搬送通信に関する研究
会」を開催し検討を行っているところで
ある。また、その中で必要な実験や
データ取得も実施しているところであ
る。検討の結果、実用上の問題がない
ことが確認されたものについて、技術的
条件の策定など関係法令の改正を行っ
ていくこととなる。

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ
て、検討し、具体的対応策を示されたい。

医療用特定機器は、特殊な利
用形態からアンテナと送信装置
を分離することは認められている
が、給電線及び接地装置を設け
ることは認められておらず、事実
誤認である。
また、携帯電話端末について
は、特定小電力無線局のように、
どこで誰が使用しているか全く監
理されていないものと異なり、電
気通信事業者が、携帯電話端末
（陸上移動局）の通信をシステム
的に監理されていることから、同
様に扱う話ではない。
さらに、諸外国（欧州又は米国）
における小電力無線設備の基準
においては、一般的にアンテナと
送信設備とを一体とすることが基
本とされている。

まず、「遠隔地等への広範囲な通信ニーズ
に対しては、（中略）簡易な免許手続きにより
開設が可能な簡易無線局を利用することで、
十分な対応が可能である」とのことである
が、簡易無線局では再免許申請を行なわな
ければならないなど顧客（ユーザー）に負担
を課すことになるため、普及が困難である。
また、「給電線及び接地装置の設置の容認
は、送信設備とアンテナが分離されることと
なり、不法改造による電力の増力や証明を
受けていない高利得アンテナの利用を容易
にし、（中略）今後の電波利用環境の悪化を
招くことが想定される」とのことであるが、例
えば、400MHzにおいて10dBiのアンテナを利
用した場合、かなり大きな設備となり、無線
設備としての利便性が損なわれる上、それ
による通信距離の延伸も通常の1.5倍程度に
止まるなどメリットが少ないため、不法改造
の可能性は高くないと思われる。むしろ、給
電線を使ってアンテナを高い位置に設置す
る方が通信距離を3倍程度に伸ばすことがで
きる。そうすることによって、例えば、親機１
台で複数のマンホールの容量管理が可能と
なる（容量オーバーとなる前に警報を発信）と
ともに、子機の防水、防塵もより小さな筐体
で足りるなど、少ないコストで有効な災害対
策を講じることができるようになるため、広く
普及が期待できる。以上から、特定小電力
無線における給電線を使ったアンテナと送信
設備の分離の容認を改めて求める次第であ
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

zA080019

zA080020

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

自家用電気工作物の用に供する有
線電気通信設備の届出の廃止

特定小電力無線局の無線設備にお
ける給電線及び接地装置の設置の
容認 【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A128

5053A129

（奇数ページ：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

128

129

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）

自家用電気工作物の用に供する有線
電気通信設備について、①二人以上の
者が共同で設置するもの、②他人の設
置した有線電気通信設備と相互に接続
自家用電気工作物の用に供する有線電
されるもの、③他人の通信の用に供され
気通信設備の届出の廃止
るもののいずれかに該当するものであっ
ても、省令第50条の規定に基づき設置し
たものであれば、届出不要とすべきであ
る。

事業用電気工作物には、電気事業の
用に供する電気工作物と自家用電気工
作物(電気事業の用に供さない電気工作
物)とがあり、事業用電気工作物は、電
気事業法の規定に基づく「電気設備に関
する技術基準を定める省令」(以下；「省
省令第50条の規定に基づき設置され
令」)」に適合するように維持されなけれ
る、自家用電気工作物の用に供する有
ばならない。同省令では、変電所等、保
線電気通信設備については、電気事業
安確保及び運用のために必要なものの
法に基づく電気設備に関する技術基準
相互間には、電力保安通信用の電話設
を満たしていることから、脱法的に電気
備として、有線電気通信設備の施設の
通信事業を営むことの未然防止、通信
設置が義務付けられている。有線電気
の秘密の確保等は十分担保できる。
通信法では、このうち、自家用電気工作
従って、電気事業の用に供するものと同
物の用に供する有線電気通信設備につ
様、届出を不要とすべきである。
いて、①二人以上の者が共同して設置
するもの、②他人の設置した有線電気通
信設備と相互に接続されるもの、③他人
の通信の用に供されるもののいずれか
に該当するものについては、届出が必要
とされている。

73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ以下の周波
数を使用する特定小電力無線局の無線
特定小電力無線局の無線設備における
設備について、給電線及び接地装置を
給電線及び接地装置の設置の容認
有することができるようにして、アンテナ
【新規】
を分離可能な無線設備の対象範囲を拡
大すべきである。

近年、防犯、防災、農業、土木をはじ
め、遠隔地への通信用無線機器の需要
が高まっている。
特定小電力無線局の無線設備の通信
距離を長くするためには、アンテナを高
い所に接地することになるが、現行制度
では、73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ以下の
周波数を使用する特定小電力無線局の
無線設備については、給電線及び接地
装置を設置できないため、アンテナと無
73.6ＭＨｚを超え1,260ＭＨｚ以下の周波
線設備を一体化せざるをえない。その場
数の電波を使用する特定小電力無線局
合、無線設備の筐体の防水・防塵対策を
の無線設備については、医療用特定機
行う必要が生じ、その分、無線設備のコ
器など一部の無線設備を除き、給電線
スト上昇につながるとともに、消費者の
及び接地装置の設置が認められていな
利便性を阻害する結果を招いている。現
い。そのため、無線設備とアンテナを分
行の無線設備規則による規制は、携帯
離することができない。
電話が普及する以前に、特定小電力トラ
ンシーバの違法改造の横行を防ぐため
制定された経緯があるが、現在、携帯電
話が広く社会に普及し、規制を継続する
必要性はなくなってきている。また、世界
的にも、アンテナ分離型の無線設備が認
められ、広く普及しており、市場の拡大と
消費者の利便性向上のためにも、アンテ
ナが分離可能な無線設備を認めるべき
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

zA080021

zA080022

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

ＢＳアナログ放送の加入契約約款
変更の届出制への移行【新規】

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

有料放送事業者は、放送法第５２条
の４第４項により、料金以外の役務の
提供条件について契約約款を定め、総
務大臣の認可を受けなければならない
こととされているが、同条第６項により、
総務大臣が標準契約約款を定めて公
示した場合において、標準契約約款と
同一の契約約款を定めようとして又は
現に定めている契約約款を標準契約約
款と同一のものに変更しようとして、あ
らかじめその旨を総務大臣に届け出た
放送法第５２条の４
ときは、その契約約款については、総
第３項、第４項、第６
務大臣の認可を受けたものとみなすこ
項
ととしている。
放送法附則第１８項
また、役務の料金については、放送
法第５２条の４第３項により、その有料
放送が多重放送以外の放送であり、か
つ、人工衛星の無線局により行われる
放送であるときは、有料放送事業者
は、放送の実施前に役務の料金を定
め、総務大臣に届け出ることとされてい
るが、放送法附則第１８項により、当分
の間、ＢＳアナログ放送事業者につい
ては、総務大臣の認可を受けなければ
ならないとしている。

委託放送事業者が、放送法第５２条
の１３に基づき、委託放送業務の認定
ＢＳデジタル放送周波数帯域(伝送 放送法第５２条の１３ を受けるに際して、総務大臣は、放送
C
放送法第５２条の１４ 法第５２条の１４に基づき、認定する各
容量)の柔軟な利用 【新規】
委託放送業務ごとに委託して行わせる
放送に係る周波数等を指定している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

その他

【左記 措置の概要の続き】
これについては、平成８年のＣＳデジタル放送の開
始により、ＣＳ放送においては多数の有料放送事
業者間における競争が行われるようになったた
有料放送を行うＢＳアナログ放送事業者（以下「ＢＳアナロ
め、平成９年の放送法改正において、ＣＳ放送の
グ有料放送事業者」という。）の契約約款についても、左記
料金を認可制から届出制に改めた際に、ＢＳアナ
の制度によることとなっており、有料放送を行うＢＳデジタル
ログ放送については、当時既に１０００万世帯以上
放送事業者やＣＳデジタル放送事業者と制度上異なる扱い
に普及しており、競争上有利な地位にあったこと、
を行うこととなっているわけではない。
有料放送を行っている事業者は１社しかなかった
現在公示されている標準契約約款（「人工衛星によるデジ
こと等から、ＮＨＫと同一の人工衛星に無線局を開
タル放送に係る有料放送役務標準契約約款」）については、
設する者を届出制の対象から除外する趣旨の放
本年４月１日、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年
送法附則第１８項を新設することにより、引き続き
５月３０日法律第５７号）及び「放送受信者等の個人情報の
認可制によるものとされたものである。その後、ＢＳ
保護に関する指針」（平成１６年８月３１日総務省告示第６９
デジタル放送も開始されたところであるが、ＢＳア
６号）の全面施行に合わせて制定されたところであるが、そ
ナログ放送において新規の参入がないことやＢＳ
の過程では意見募集も行われ、ＢＳアナログ有料放送事業
デジタル放送及びＣＳデジタル放送の普及状況か
者から提出された要望も踏まえた内容となっているものであ
ら、これまで制度改正の必要性は認められなかっ
る。
たところである。
上記指針については、施行後一年を目途に見直しを行うこ
今後、ＢＳ放送については、平成１９年にＢＳ第９
ととしていることから、その際に標準契約約款についてもあ
チャンネルがデジタル化されることとなっており、こ
わせて見直しを行うこととすることが見込まれるところであ
れによってＢＳ放送において使用される周波数の
る。その際に、ＢＳアナログ放送も適用対象に含む新たな標
過半はＢＳデジタル放送に割り当てられることとな
準契約約款の制定について、検討することは可能である。
る。ＢＳデジタル放送の視聴可能世帯数も平成１９
一方、役務の料金については、放送法第５２条の４第３項
年度中には２５００万世帯に至り、世帯普及率は５
により、その有料放送が多重放送以外の放送であり、かつ、
０％を超えるものと見込まれているところである。こ
人工衛星の無線局により行われる放送であるときは、有料
うしたことから、平成１９年以降ＢＳアナログ放送に
放送事業者は、放送の実施前に役務の料金を定め、総務
おいて料金の認可制を引き続き維持する必要はな
大臣に届け出ることとされているが、放送法附則第１８項に
いと考えられる。こうした中、総務省では、昨年４月
おいて、「当分の間、（日本放送）協会の放送局が開設され
に放送普及基本計画を変更し、ＢＳアナログ放送
ている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある
についても平成１９年からＢＳデジタル放送同様、
人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適
放送番組の制作・編集を行う業務と人工衛星の無
合する技術基準が当該協会の放送局の無線設備が適合し
線局を開設し、その維持、管理及び放送番組の伝
ている技術基準と同一であるものを除く。」とされている。Ｂ
送を行う業務とを異なる者が分離して責任を持つ、
Ｓアナログ有料放送事業者がＢＳアナログ放送を行うために
いわゆる受託委託放送制度として行われることとし
運用する無線局は、日本放送協会と同じ人工衛星に開設さ
たところである。受委託放送制度においては、人工
れ、日本放送協会と同一の技術基準を採用していることか
衛星の無線局を開設するのは受託放送事業者で
ら、ＢＳアナログ有料放送事業者の行うＢＳアナログ放送に
あり、ＢＳアナログ有料放送事業者は放送法附則
ついては、放送法附則第１８項により放送法第５２条の４第
第１８項の条件に合致しなくなることから、放送法
３項は適用されず、放送法第５２条の４第１項により、役務
第５２条の４第３項が適用されることとなる。
の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならないも
すなわち、平成１９年においては、要望の通り、Ｂ
のである。
Ｓアナログ放送についてもＢＳデジタル放送やＣＳ
デジタル放送と同じく、役務の料金について届出制
に移行する予定であり、制度改正を新たに行う必
要はない。

ＢＳデジタル放送の周波数割当については、放送法第５２
条の１３第１項第３号において「委託して放送をさせることに
よる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるよ
うにするためのものとして総務省令で定める基準に合致す
ること。」と定められている。これは、有限稀少な電波をでき
るだけ多くの者に開放する趣旨で設けられた規定である。
総務省は、放送法の規定に基づき、国民の共有財産であ
る電波資源を最大限有効に活用し、放送をすることができる
機会をできるだけ多くの者に対し確保する観点から、行おう
とする放送の種類、番組数等に応じて必要最小限の周波数
割当てを行っているものである。従って、認定を受けている
番組以外の新たな番組の放送を行うための周波数割当て
を希望する場合には、周波数事情に応じて行われる認定申
請の受付を待って、改めて委託放送業務の認定申請を行う
ことが、必要となる。
ＢＳデジタル放送については、委託放送の種類、番組数、
周波数帯域の利用、変更を放送事業者の自由な裁量に委
ねることは、放送をすることができる機会をできるだけ多くの
者に対し確保する観点から、行おうとする放送の種類、番組
数等に応じて必要最小限の周波数割当てを行おうとする考
え方と抵触することから、要望については、対応することは
不可能である。
他方、技術革新や視聴者のニーズを踏まえて、制度の枠
内でＢＳデジタル放送の普及及び健全な発達を図る観点か
ら、新規参入を阻害しない範囲内で総務省はこれまで適時
適切に制度の見直し、改正を行ってきたところであり、現在
の制度の下で、周波数の柔軟な利用について十分に可能と
なっているものと認識。
例えば、平成１５年１月１７日に、テレビジョン、音声、デー
タ等の放送の伝送容量を番組の内容等に応じて柔軟に利
用することができるよう、放送法施行規則の一部改正を行っ
たところ。具体的には、ＢＳデジタル放送の委託放送業務に
ついて、同規則第１７条の８の指定事項に係る規定に関し、
従来の「シンボル数」に加え、使用するシンボル数が瞬間ご
とに変動する場合の基準となるシンボル数である「基準シン
ボル数」による指定ができるようにしたもの。
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【左記 措置の概要の続き】
さらに、補完放送を活用することにより、一の委託
放送業務の認定の範囲内で、テレビジョン、音声、
データ等を柔軟に組み合わせることが可能になっ
ている。
また、本年８月には、放送普及基本計画に示され
た標準テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放
送の番組目標数をそれぞれ、２０程度から１以上、
２０程度から１以上、５以上から１以上に変更する
ことを予定している。この変更により、超短波放
送、データ放送を行う委託放送業務の見直しがよ
り円滑に行われうるものであり、それら委託放送業
務のために割り当てられた周波数についても、より
柔軟に利用の見直しを行うことが可能である。
加えて、放送事業者が放送の音質、画質等の向
上を目的とする伝送容量等の増加を希望する場合
に、放送法施行規則第１７条の１９第３項第４号の
規定に基づき、総務大臣がその指定を変更すると
き、従来のＣＳデジタル放送（東経１１０度ＣＳデジ
タル放送を除く。）に、高精細度テレビジョン放送を
行うＢＳデジタル放送を加える趣旨の告示（平成１
１年郵政省告示第７７６号）の改正を本年８月に行
うことを予定している。これにより、高精細度テレビ
ジョン放送についての周波数のより柔軟な利用が
可能となる。
これらの制度改正により、ＢＳデジタル放送周波
数帯域の柔軟な利用については、十分に可能と
なっている。

当室からの
再検討要請

回答では、ＢＳアナログ放送も適用対
象に含む新たな標準契約約款の制定
について、検討することは可能とされて
いるが、その実施時期について、その
時期となる理由も含め具体的に示され
たい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

ＢＳアナログ放送に適用される新たな
標準契約約款の制定については、事業
者の負担軽減及び契約者の利便性の
向上を図るという標準契約約款の趣旨
に鑑み、ＢＳアナログ放送事業者の要
望等を踏まえながら、検討を行うことが
適当である。
他方、「放送受信者等の個人情報の
保護に関する指針」附則第６条におい
て、「［平成１７年４月１日からの］施行
後一年を目途として、（略）その見直し
について検討が加えられ、その結果に
基づいて所要の措置が講ぜられるも
の」とされており、同指針とあわせて「人
工衛星によるデジタル放送に係る有料
放送役務標準契約約款」（以下、「既存
標準約款」という。）について、対象事業
の範囲、標準契約約款における提供条
件の項目・内容について見直しの検討
等が行われる予定である。
ＢＳアナログ放送も適用対象に含む新
たな標準契約約款の制定については、
既存契約者の混乱を避ける観点から、
既存標準約款の見直しの検討とあわせ
て、指針の施行（平成１７年４月１日）後
一年を目途として検討を行うこととし、
早急に結論を得る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080021

zA080022

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

ＢＳアナログ放送の加入契約約款
変更の届出制への移行【新規】

ＢＳデジタル放送周波数帯域(伝送
容量)の柔軟な利用 【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A130

5053A131

（奇数ページ：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

130

131

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

ＢＳアナログ放送の加入契約約款変更
の届出制への移行【新規】

有料放送の役務の料金等の約款内容
の変更について、ＢＳデジタル放送、ＣＳ
デジタル放送と同様、ＢＳアナログ放送
についても届出制とすべきである。

放送事業者の創意工夫により、柔軟に
サービスを組み合せて展開できるよう、
電波法上で使用許可が付与されている
帯域の枠内であれば、放送法上も帯域
ＢＳデジタル放送周波数帯域(伝送容量)
免許的な認定制度を認める方向で、委
の柔軟な利用 【新規】
託放送の種類、番組数、周波数帯域の
利用を放送事業者の裁量で自由に設
定、変更することが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

その他
（特記事項）

有料放送事業者が料金等の加入契約
約款の変更を行なう場合、現状では、Ｂ
Ｓデジタル放送については届出制、ＢＳ
アナログ放送については認可制という制
度の相違がある。そのため、デジタル・ア
ナログ共通のサービス・運用を行なう有
料放送事業者は、デジタル、アナログ放
送の双方について、個別に手続を行わ
ざるをえず、大変な手間と時間を要して
いる。新しいサービスの提供に際して、
逐一認可が必要とされるのでは、利用者
のニーズに対応した機動的、迅速なサー
ビスの提供ができない。届出制となれ
ば、行政、放送事業者ともに事務負担の
軽減につながる。従って、ＢＳアナログ放
送についても、早急に届出制に移行する
必要がある。

有料放送を行なう一般放送事業者が、
受信者に提供する役務の料金等、約款
内容を変更する場合、ＢＳデジタル放送
やＣＳデジタル放送については、事前届
出のみですむ一方、ＢＳアナログ放送に
ついては依然として総務大臣の認可を
得なければならない。そのため、ＢＳ放
送において、料金等加入契約約款を変
更する必要が生じた場合、ＢＳアナログ
放送部分のみ、その変更に先立ち認可
を受けなければならない。

デジタル放送については、放送法の規
定により、当初、免許申請を行なった放
送の種類、番組数、周波数帯域等の変
更を行なう場合には、総務大臣の許可
が必要となっており、時々の視聴者ニー ＢＳデジタル放送の委託放送業務の認
ズに対応して機動的な番組編成、放送を 定は、委託放送の種類、周波数・伝送容
行なうことができない。デジタル放送に係 量、番組数等の事項を指定して行われ
る技術進歩に伴い、映像の帯域を圧縮 ており、これら委託放送事項を変更する
し、余裕部分を別の放送に活用できる可 場合には、予め総務大臣の許可を得な
能性もある。デジタル放送の特徴を活か ければならない。
し、周波数の有効活用と視聴者のニーズ
に適った機動的なサービスの提供を行
なうことができるよう、放送事業者の裁量
の拡大を図るべきである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080023

zA080024

制度の
所管省庁等

項目

技術基準適合自己確認制度の適
用範囲の拡大

総務省

国土交通省
務省

総

公共工事指名願い様式の統一

（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

制度の現状

無線設備の製造業者又は輸入業者
は、特定無線設備のうち他の無線局に
混信等の妨害を与えるおそれが少ない
もの（特別特定無線設備）について、そ
の工事設計が電波法第３章で定める技
術基準に適合していることを、自ら確認
することができる。
技術基準適合自己確認が行われ、製
造業者等により表示が付された特別特
定無線設備は、登録証明機関による証
明又は認証を受けた特定無線設備と同
様に、免許不要、簡易な免許手続、包
括免許等の適用が可能となる。
特別特定無線設備の対象機器につい
電波法第38条の33、 ては電波監理審議会の審議・答申、パ
特定無線設備の技
ブリックコメントを経て決定される。
術基準適合証明等
に関する規則第２条
端末機器の製造業者又は輸入業者
第２項
は、端末機器のうち電気通信回線設備
電気通信事業法第 を利用する他の利用者に著しく妨害を
52条、第69条
与えるおそれが少ないもの（特定端末
電気通信事業法施 機器）について、その設計が電気通信
行規則第32条
事業法第５２条第１項の総務省令で定
める技術基準に適合していることを、自
ら確認することができる。
技術基準適合自己確認が行われ、製
造業者等により表示が付された特定端
末機器は、登録認定機関による認定又
は認証を受けた特定端末機器と同様
に、電気通信事業者の電気通信回線
設備に端末設備を接続したときに当該
電気通信事業者の検査を受けずに使
用が可能となる。
総務大臣の認可を受けた技術的条件
に適合していることについて、登録認定
機関又は承認認定機関が認定をした
端末機器を接続したときも同様に接続

措置の 措置の
分類
内容

C

（指名競争入札の参加者の資格）
第百六十七条の十一 第百六十七条
の四の規定は、指名競争入札の参加
者の資格についてこれを準用する。
２ 普通地方公共団体の長は、前項に
定めるもののほか、指名競争入札に参
加する者に必要な資格として、工事又
【①につ
地方自治法施行令 は製造の請負、物件の買入れその他
いて】
第１６７条の１１
当該普通地方公共団体の長が定める
C
契約について、あらかじめ、契約の種
類及び金額に応じ、第百六十七条の五
第一項に規定する事項を要件とする資
格を定めなければならない。
３ 第百六十七条の五第二項の規定
は、前項の場合にこれを準用する。

措置の概要
（対応策）

技術基準適合自己確認の対象となる
無線設備の拡大については、消費者
（無線利用者）の保護、無線設備の製
造業者の利便性等を考慮し、市場にお
ける技術基準不適合設備の発生状況、
登録証明機関が行う審査に持ち込まれ
た無線設備の技術基準への適合状況
等も勘案して検討を行うこととしている
が、今回要望されている無線ＬＡＮにつ
いては、１６年度に実施した市場調査に
おいて問題となる機種が複数確認され
ており、また１７年度においても既に申
告により問題となる機種が複数確認さ
れている。したがって、今後の改善状況
を注視する必要がある。
なお、技術基準適合自己確認の対象
Ⅰ又は
となる無線設備は、米国でも少数に限
Ⅲ
定されており、ほとんどの無線設備は
第三者による試験を必要としている。ま
た、欧州等の類似の制度においても、
第三者機関の一定の関与を必要として
おり、欧州においても慎重に制度を運
用しているところである。
また、「端末設備の接続の技術的条
件」は、電気通信サービスの迅速な
サービス提供が可能となるよう、例外的
に電気通信事業者毎にその認可を行う
暫定的な措置である。技術的条件の中
で技術基準制定化の要望が強く、一般
的・標準的なものとして技術基準とする
ことが適当であると認められるに至った
ものについては、随時、技術基準として
いるところである。

Ⅱ

地方公共団体の契約の前提となる入
札への参加資格に係る基準について
は、事業の内容に応じて個別に決定さ
れるものであり、また、地域の実情等を
踏まえるべきものである。複数の自治
体間での様式の統一化や手続の共通
化といった取組は、あくまでも各地方公
共団体において自主的に対応すべきも
のであり、国が制度として地方公共団
体における様式の統一化等を行うこと
は適切ではない。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

Ⅲ

技術基準適合自己確認の対象となる
無線設備の拡大については、消費者
（無線利用者）の保護、無線設備の製
造業者の利便性等を考慮し、市場にお
ける技術基準不適合設備の発生状況、
登録証明機関が行う審査に持ち込まれ
た無線設備の技術基準への適合状況
等も勘案して検討を行うこととしてい
る。当初要望理由において、「対象範囲
を拡大する形で、前倒しで結論を出す
必要がある。」とされているが、今回要
望されている無線ＬＡＮについては、１６
年度に実施した市場調査において問題
となる機種が複数確認されており、また
１７年度においても既に申告により問題
となる機種が複数確認されている状況
であり、現時点で問題がないという状況
に至っていない。
なお、技術基準適合自己確認の対象
となる無線設備は、米国でも少数に限
定されており、ほとんどの無線設備は
第三者による試験を必要としている。ま
た、欧州等の類似の制度においても、
第三者機関の一定の関与を必要として
おり、欧州においても慎重に制度を運
用しているところである。

Ⅱ

地方公共団体における入札参加資格
に関する具体的な基準の決定は、各地
方公共団体に委ねられているところで
あり、国の関与により入札参加資格審
査申請書等の様式を全国統一とするこ
とは困難であるが、地方公共団体の自
主的な検討と判断の結果、様式の統一
化や手続の共通化が図られることは、
申請者の負担軽減の観点から望ましい
ものと考える。総務省としても、これまで
国において各省申し合わせにより統一
様式が定められた際には、各地方公共
団体における取組の参考とするようこ
れを周知してきたところであり、今後も
国の動向等を踏まえつつ、適宜対応を
検討することとしたい。

要望者より以下の通り意見が提出され
ており再検討願いたい。
当初要望理由のとおり、「『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（平成17
年１月19日 内閣府規制改革・民間開
放推進室）」にある「対象範囲は･･･平
成18年度までに一定の結論を得る」と
の総務省回答について、その前倒しで
の対応を要望するものである。従って、
その観点でのご回答をお願いしたい。

回答では、複数の自治体間での様式の
統一化や手続の共通化といった取組
は、あくまでも各地方公共団体におい
て自主的に対応すべきものであり、国
が制度として地方公共団体における様
式の統一化等を行うことは適切ではな
いとのことであるが、現状が民間事業
者にとって負担となっていることも事実
である。あくまでも各地方公共団体にお
いて自主的に対応すべきものであると
しても、国が一定の方向性を示して地
方公共団体による様式の統一化や手
続の共通化の取組を後押しすることは
否定されるべきものではないと考える。
様式の統一化や手続の共通化の推進
について地方公共団体に対し技術的助
言をすることができないか、改めて検討
され、示されたい。

c

c

措置の概要
（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

zA080023

zA080024

制度の
所管省庁等

項目

技術基準適合自己確認制度の適
用範囲の拡大

総務省

国土交通省
務省

総

公共工事指名願い様式の統一

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A132

5053A133

（奇数ページ：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

132

133

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

現在、技術基準適合自己確認制度の
対象から除外されている特定無線設備・
端末機器について、除外されている理由
となる客観的なデータを開示し、正当な
理由がない場合には除外対象から外す
技術基準適合自己確認制度の適用範囲 など、可能なものから、技術基準適合自
の拡大
己確認制度の適用対象を拡大していく
べきである。特に、無線ＬＡＮ、ADSLモデ
ム、サーバー、IP通信網サービス端末、
OCUなど、消費者ニーズの高い設備・機
器については、早急に規制緩和を図る
べきである。

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

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

国際競争の激化、急速な技術進歩、製
品のライフサイクルの短期化など、市場
環境が急速に変化するなか、製造事業
者は、新製品を迅速に、かつ低コストで
市場に投入する必要がある。諸外国に
おいて、自己適合宣言方式が一般的と
なるなか、わが国では、技術基準適合自
己確認制度の適用範囲が限定されてお
り、消費者ニーズに対応した新製品の迅
速な市場投入を阻害し、利用者利益や
わが国産業の国際競争力を損なう結果
を招いている。自己確認制度の対象範
囲については、「『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」（平成17年１月19日
内閣府 規制改革・民間開放推進室）で
総務省は、「規制改革・民間開放推進３
か年計画（平成16年３月閣議決定）を踏
まえ、平成16年度以降、当該制度の法
令遵守の状況、市場における技術基準
不適合設備の発生状況、登録証明機関
が行う審査に持ち込まれた無線設備の
技術基準への適合状況等の結果も勘案
し、検討を行い、平成18年度までに一定
の結論を得る」と回答しているが、このよ
うな状況に鑑み、対象範囲を拡大する形
で、前倒しで結論を出す必要がある。

電波法に定める特定無線設備のうち、
技術基準適合自己確認制度の対象と認
められているのは、現在、総務省令で特
別特定無線設備として定められている携
帯電話機、PHS端末機、コードレス電
話、及びデジタルコードレス電話のみに
限られている。同時に、電気通信事業法
に定める端末設備についても、自己確認
制度の対象となっているのは技術基準
の定まった機器に限定されており、電気
通信事業者が自ら定め、国が定める技
術基準と同等の効果を持つ技術的条件
については、第三者指定機関の認証を
受けなければならない。

国土交通省・事業団・道路公団等では
インターネットによる一括申請が可能と
なっているが、地方自治体においては指
名参加願いの様式・方法などが千差万
別であり、その確認および個別対応のた
めに多大な労力とコストを要している。
よって、指名参加様式を統一するととも
に、電子化することが望まれる。
これにより、入札参加者の業務の効率
化を実現することができる。

公共工事指名願い（指名競争入札参
加資格申請書）について、国土交通省は
統一様式を設定しているが、あくまで参
考扱いのため、現状は地方公共団体に
より様式にかなり違いがある（特に、資
格所持項目・職員の分類等の様式がま
ちまちであり、逐一調査する必要があ
る）。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080025

zA080026

制度の
所管省庁等

総務省

全省庁

項目

該当法令等

制度の現状

現在、地方団体で組織する地方税電子
固定資産税の納付手続きに関する 地方税法第３６４条 化協議会において、地方税関係手続の
第１項〜第３項、第３ 電子化を推進し、又全国共通のポータ
電子化の推進
８３条
ルシステムの検討、整備が進められて
いるところである。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

【国】d
【国】要望事項について、平成１７年４月
国・地方自治体向け金銭債権の証
【地方公
【国】民法第４６６条 から債権譲渡対象を特定目的会社等
共団体】
券化等に係る譲渡禁止特約の解除
にまで拡大した。
e

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ー

措置の概要
（対応策）

その他

地方税法は、固定資産税の納付手続
を書面によるものに限定しておらず、こ
れを電子化することは、現行法制度上
既に可能である。
地方税電子化協議会において、地方
税ポータルシステムは順次各税目につ
き稼働していく予定であり、平成18年1
月には償却資産税の申告手続が電子
化される。
追って、申告手続のみならず、納税者
の利便性の向上を鑑みながら申請・届
出・納税手続まで組み込まれていく予
定である。

今回回答いただいている検討状況につ
いて、何らか周知する対応策を検討さ
れたい。

【国】要望事項について、平成１７年４月
から債権譲渡対象を特定目的会社等
にまで拡大した。
-

【地方公共団体】地方公共団体による
債権譲渡の承認については、各地方公
共団体において適切に対応されるよう
要請するための通知を発出していると
ころ。

31/54

当室からの
再検討要請

-

措置の 措置の
分類
内容

d

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
【国】d
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。」

措置の概要
（対応策）

-

平成18年1月以降、政令指定都市
から順次、償却資産に係る固定資
産税の申告手続きの電子化が進展
することとなっており、その進捗状
況については、総務省や地方自治
体の税務当局等において周知を
図ってまいりたい。

-

総務省では、既に措置済み

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080025

zA080026

制度の
所管省庁等

総務省

全省庁

項目

固定資産税の納付手続きに関する
電子化の推進

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

5053A134

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

1

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

134

143

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

固定資産税の納税通知書、課税明細
書の交付、納付手続きならびに償却資
産税の申告手続きの電子化を推進すべ
固定資産税の納付手続きに関する電子
きである。その際には、入力フォーム、入
化の推進
力手順などの仕様（インターフェイス）の
標準化を図るべきである。

各省庁・地方自治体向け金銭債権につ
き、速やかに譲渡禁止特約を廃止すべ
きである。そのため、各省庁共通のルー
ル(①譲渡先が金融機関の場合は債権
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。
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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）

現状では固定資産税の納税通知書、
課税明細書が地方公共団体ごとに異
なっている場合があり、全国展開してい
る企業や納付を受付ける金融機関にとっ
ては、事務が煩瑣であるばかりか、企業
内部の電子化の阻害要因となっている。
例えば固定資産税の納税通知書の様式
については、定めはあるものの、実際に
は地方公共団体ごとに大きさ等の仕様
がバラバラであり、企業の集計作業等に ①固定資産税の納税義務者には、交付
おいて不便が生じている。固定資産税の された納税通知書、課税明細書に基づ
納付手続きの電子化により、企業、行政 き、各市町村が定めた納付書により、各
双方において、納税事務が簡略化・効率 事業所等が所在する市区町村長に対
化され、コスト削減と生産性の向上が期 し、税金を納めなければならない。
待される。なお、現在、電子自治体シス ②固定資産税の納税義務がある償却資
テムの共同化に向けた取り組みが行わ 産の所有者は、毎年、償却資産税課税
れているが、総務省の調査によれば、 台帳の登録および当該償却資産の価格
2005年４月時点で地方税の電子申告を の決定に必要な事項を所在地の市町村
開始した地方公共団体はなく、2006年度 に申告しなければならない。
までに開始が予定される団体も４つに過
ぎない。納税者の利便性向上の観点か
ら、電子納税が行える汎用システムの導
入を早期に図るべきである。また、ごく一
部に固定資産税の課税誤りが散見され
る地方公共団体もあるが、電子申告を可
能とすることにより、多くの資産を所有す
る企業が課税額の確認を容易に行える
という利点もある。

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

zA080027

zA080028

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。

総務省

消防法第９条
条例準則（平成５年
２月10日） ガス式
フィルター
消防法及び火災予防条例における 条例準則（平成６年
ＩＨ調理器と周囲との離隔距離に関 11月１日） 電気式
フィルター
する規制緩和【新規】
省令（平成14年３月
６日） ガス、電気式
レンジフードや周辺
物

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ＩＨクッキングヒーター等の電気を熱源と
する調理用機器の上方の離隔距離は、
気体燃料を使用する厨房設備及び調
理用器具と同様、建築物の部分が不燃
材料以外の材料による仕上げ等の場
合１００ｃｍ、不燃材料で有効に仕上げ
をした建築物の部分等の場合８０ｃｍで
ある。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｂ

措置の概要
（対応策）

-

（理由）
財務省回答と同旨

Ⅳ

ＩＨクッキングヒーター等の電気を熱源
とする調理用機器（IH調理器等）は、一
般家庭用として初めて発売されて以
来、技術進歩による小型・軽量化と低コ
スト化が図られたことにより、近年急速
に普及しつつある。また、業界内でもIH
調理器等と上方の離隔距離に関する
様々な知見が蓄積されてきており、こう
した現状を踏まえ、IH調理器等と周囲
のグリスフィルターにおける一定の火災
予防上の安全性を確保できる離隔距離
等について、検討を行っていくことを考
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
分類
内容

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）
ＩＨ調理器等と周囲のグリスフィルター
における一定の火災予防に安全性を確
保できる離隔距離等について、検討を
行っていくことを考えている、との回答
であり、早急な検討開始を要望する。具
体的な検討体制やスケジュール等につ
いて、明らかにしていただきたい。

b

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

ＩＨクッキングヒーター等の電気を熱源と
する調理用機器（ＩＨ調理器等）は、一
般家庭用として初めて発売されて以
来、技術進歩による小型・軽量化と低コ
スト化が図られてきたことにより、近年
急速に普及しつつある。また、業界内で
もＩＨ調理器等と上方の離隔距離に関す
る様々な知見が蓄積されており、こうし
た現状を踏まえ、ＩＨ調理器等と周囲の
グリスフィルターにおける一定の火災予
防上の安全性を確保できる離隔距離に
ついて検討を行い、Ｈ１８年度中に一定
の検討結果をまとめる予定。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080027

zA080028

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

総務省

消防法及び火災予防条例における
ＩＨ調理器と周囲との離隔距離に関
する規制緩和【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A148

5053A204

（奇数ページ：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

148

204

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）

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。

家庭における電気式調理器（IH調理器
等）については、裸火もないことや熱源
消防法及び火災予防条例におけるＩＨ調 の容量なども限られていることなど、その
理器と周囲との離隔距離に関する規制 特性から考えて、燃焼式に比べてもう少
緩和【新規】
し熱源の近くで換気することが省エネ上
も使い勝手上も非常に効果が大きいこと
から、離隔距離の再検討が必要である。

財団法人ベターリビングの「電化厨房
における必要換気量に関する基礎的研
究委員会（委員長：村上周三東京大学教
授（当時））が2005年３月にとりまとめた
「電磁調理器を用いた住宅用厨房の必
要換気量に関する基礎的調査報告書」
によると、電磁調理器の換気量を従来の
約半分に低減できるため、省エネルギー
に資するということである。この報告書で
は、レンジフードと電磁調理器との離隔
距離を60ｃｍ、40ｃｍにした場合、必要換
気量はそれぞれ130㎥/ｈ（捕集率85％以
上）、90㎥/ｈ（捕集率90％以上）と、さら
電気式調理器（ＩＨ調理器等）は裸火も
に低減できることが提言されている。電 なく、安全性に優れ、危険性も低いにも
気式調理器は裸火がないことから、その 拘らず、燃焼式と同様に火源の上80ｃｍ
安全性や特質を生かした直上での吸い の換気扇との離隔距離が設定されてい
込みや横引きなど多様な方法がユー
る。
ザーの使い勝手や省エネ・省CO２の観
点などから望まれている。また、非常に
火源容量も小さく、本人の使い勝手に任
す家庭などにあっては、裸火もなく、安全
性は従来タイプと比べて格段に大きいと
考えられる。また、上記委員会報告書で
も、今後の課題は「火災予防上の安全性
を低下させることなく、電気式調理器と周
囲の可燃物等との離隔距離を短くするた
めの措置を検討していくこと」と指摘され
ており、現在の規制のあり方について再
検討する必要がある。
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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

zA080029

zA080030

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

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

地方自治法第234条
公共工事にかかる地域要件設定の 地方自治法施行令
第167条の４、第167
運用改善
条の５、第167条の５
の２、第167条の11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

地方自治法施行令
第百六十七条の五の二 普通地方公
共団体の長は、一般競争入札により契
約を締結しようとする場合において、契
約の性質又は目的により、当該入札を
適正かつ合理的に行うため特に必要が
あると認めるときは、前条第一項の資
格を有する者につき、更に、当該入札
に参加する者の事業所の所在地又は
その者の当該契約に係る工事等につ
いての経験若しくは技術的適性の有無
等に関する必要な資格を定め、当該資
格を有する者により当該入札を行わせ
ることができる。

措置の 措置の
分類
内容

-

ｂ

-

Ⅰ・Ⅱ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

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

「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）に掲げられているとおり、関係省庁
とともに検討を進めていくこととしたい。
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要望者の以下の意見を踏まえ再検討
願いたい。
「 現在の検討状況および今後の検討
のスケジュール等について、具体的に
示すべきである。」

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）に掲げられているとおり、地域要件
の設定のあり方については、当省を含
Ⅰ・Ⅱ
む関係省庁において適宜検討すること
とされている。したがって、今後、それ
ぞれの所管する立場から検討が進めら
れていくものと考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080029

zA080030

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機
関からのＮＴＴグループ各社の除外

公共工事にかかる地域要件設定の
運用改善

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A222

5053A237

（奇数ページ：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

222

237

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）

ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴ持株会社、ＮＴ
Ｔ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケー
ションズ）を政府調達に関する協定の適
ＷＴＯ政府調達協定の適用対象機関か 用対象機関から除外すべきである。とり
らのＮＴＴグループ各社の除外
わけ、完全な民間企業となっているＮＴＴ
コミュニケーションズ社の適用除外につ
いては、協定締約国に対し、早期に必要
な働きかけを行うべきである。

民営化されたＮＴＴグループ各社は、通
信業界におけるグローバルな競争が急
ＮＴＴグループ各社は、民営化され市場
速に進展している中での事業展開を余 の監視を受けているにもかかわらず、
儀なくされており、また経営努力により一 「ＷＴＯ政府調達に関する協定」におい
層の合理化、コストダウンを求められて て、中央政府、地方政府及び他の特殊
いる。こうしたなか、ＮＴＴグループ各社 法人と並んで同協定の適用対象機関と
は、政府調達協定の対象機関として、煩 して定められ、協定で定める手続きに
雑な手続きを行うことにより、購入に至る 従って調達手続きを進めることが義務付
まで2.4〜5.5カ月という長期間を要した けられている。
り、海外製品の調達額の集計を求められ また、わが国は、自主的措置として、政
る等、多大な負担を強いられている。こう 府調達における供給者の利便性向上等
した手続きは、機動的なビジネスを阻害 の観点から、「物品に係わる政府調達手
し、諸外国の企業と比べて非常に不利な 続き」等を定めており、協定対象機関に
状態となっており、対象機関から除外さ は、より詳細かつ対象範囲が広い調達
れれば、ビジネスのニーズに合せて迅速 手続きが求められている。
で柔軟な調達が可能となる。

公共工事の入札参加資格にかかわる
公共工事にかかる地域要件設定の運用 地域要件の設定については、入札参加
改善
者を過度に制限することないよう、運用
の改善を図るべきである。

過度の地域要件の設定により、地元事
業者でない（あるいは受注実績がない）
という理由のみで、高い技術力やコスト
競争力を有する他の地域の事業者（ある
いは他の地域で同種工事の実績を有す
る事業者）が入札に参加できなくなって
いる。こうした運用を是正することによ
り、公共工事の分野における技術力やコ
ストに着目した健全な企業間競争が実
現され、国等や地方公共団体は低廉で
質の高い社会資本の整備等が可能とな
る。 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）」においては、「過度に競争性
を低下させる運用とならないよう、今後、
国において、地方公共団体における地
域要件の設定の在り方について基本的
な考え方を検討し、その結果を地方公共
団体に対して周知する。また、地域要件
設定の理由の公表については、早急に
実施するよう要請する」とされているが、
実際には運用の改善が図られていな
い。
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公共工事の入札参加資格について
は、地元の中小事業者を優先する政策
目的などから、発注者の行政区域内に
主たる事業所（本社）あるいは営業所を
置いていることや、過去の工事受注実績
等を入札参加資格としたり、入札招請者
の指名にあたり考慮することなど地域要
件の設定が広く行われている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080031

制度の
所管省庁等

総務省

項目

指定管理者の選定プロセスについ
ての統一的な基準の策定【新規】

該当法令等

制度の現状

（公の施設の設置、管理及び廃止）
第二百四十四条の二 普通地方公共
団体は、法律又はこれに基づく政令に
特別の定めがあるものを除くほか、公
の施設の設置及びその管理に関する
事項は、条例でこれを定めなければな
らない。
２ 普通地方公共団体は、条例で定め
る重要な公の施設のうち条例で定める
特に重要なものについて、これを廃止
し、又は条例で定める長期かつ独占的
な利用をさせようとするときは、議会に
おいて出席議員の三分の二以上の者
の同意を得なければならない。
３ 普通地方公共団体は、公の施設の
設置の目的を効果的に達成するため
必要があると認めるときは、条例の定
めるところにより、法人その他の団体で
地方自治法第244条
あつて当該普通地方公共団体が指定
の２
するもの（以下本条及び第二百四十四
条の四において「指定管理者」という。）
に、当該公の施設の管理を行わせるこ
とができる。
４ 前項の条例には、指定管理者の指
定の手続、指定管理者が行う管理の基
準及び業務の範囲その他必要な事項
を定めるものとする。
５ 指定管理者の指定は、期間を定め
て行うものとする。
６ 普通地方公共団体は、指定管理者
の指定をしようとするときは、あらかじ
め、当該普通地方公共団体の議会の
議決を経なければならない。
７ 指定管理者は、毎年度終了後、そ
の管理する公の施設の管理の業務に
関し事業報告書を作成し、当該公の施
設を設置する普通地方公共団体に提

措置の 措置の
分類
内容

C

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

指定管理者の選定プロセスの透明性
を確保することは、当然重要である。こ
うした観点を踏まえ、指定管理者の指
定の手続については、地域の実情、対
象となる施設の状況等を踏まえ、条例
により地方公共団体が自主的に定める
ものである。指定管理者の選定のプロ
セスについても各地方公共団体で自主
的に判断すべきものであり、要望のよう
な統一的な基準を策定することは、地
方自治の観点から適切ではない。

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

指定管理者の選定プロセスの透明性
を確保することは、当然重要である。こ
うした観点を踏まえ、指定管理者の指
定の手続については、地域の実情、対
象となる施設の状況等を踏まえ、条例
により地方公共団体が自主的に定める
ものである。指定管理者の選定のプロ
セスについても各地方公共団体で自主
的に判断すべきものであり、要望のよう
な統一的な基準を策定することは、地
方自治の観点から適切ではないが、技
術的助言という観点では、既に下記の
とおり通知しているところである。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえて、検討し、具体的対応策を示され
たい。
指定管理者の選定プロセスの透明性
の確保に資する方策について早急に検
討し、地方公共団体に技術的助言を示
すなど、必要な措置を講ずるべきであ
る。

措置の概要
（対応策）

d

Ⅰ

第２ 公の施設の管理に関する事項
２ 条例で規定すべき事項
（１）① 「指定の手続」としては、申請の
方法や選定基準等を定めるものである
こと。なお、指定の申請に当たっては、
複数の申請者に事業計画書を提出さ
せることとし、選定する際の基準として
は例えば次のような事項を定めておくこ
とが望ましいものであること。
ア 住民の平等利用が確保されること。
イ 事業計画書の内容が、施設の効用
を最大限に発揮するとともに管理経費
の縮減が図られるものであること。
ウ 事業計画書に沿った管理を安定し
て行う物的能力、人的能力を有してい
ること。
（各都道府県知事宛 総務省自治行政
局長通知「地方自治法の一部を改正す
る法律の公布について（通知）」総行行
第８７号 平成１５年７月１７日）

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

zA080032

総務省

業者登録制度の緩和

（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）

第百六十七条の五 普通地方公共団
体の長は、前条に定めるもののほか、
必要があるときは、一般競争入札に参
加する者に必要な資格として、あらかじ
め、契約の種類及び金額に応じ、工
事、製造又は販売等の実績、従業員の
地方自治法施行令 数、資本の額その他の経営の規模及
第167条の5
び状況を要件とする資格を定めること
ができる。
２ 普通地方公共団体の長は、前項の
規定により一般競争入札に参加する者
に必要な資格を定めたときは、これを
公示しなければならない。

C

Ⅱ

地方公共団体の契約の前提となる入
札への参加資格に係る基準について
は、事業の内容に応じて個別に決定さ
れるものであり、また、地域の実情等を
踏まえるべきものである。複数の自治
体間での登録情報の共有化や基準の
共通化等といった取組は、あくまでも各
地方公共団体において自主的に対応
すべきものであり、国が制度として業者
登録の集約化を行うことや、一定基準
を満たした業者を全地方公共団体間で
統一的に登録免除とすることは適切で
はない。
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実際に各自治体にて業者登録を行なう
ことは、個々の入札案件における参加
の第一歩ではありますが、実際の入札
案件そのものの多様性はともかく、業
者登録時において、提出を求められる
情報は、自治体間で共通部分が多いの
が現状です。しかしながら、いざ企業が
登録作業を行なうとなると、各自治体へ
必要な情報を郵送ないし持参しなけれ
ばならないなど、1件あたりに費やす作
業・移動等のコストは若干では済まず、
また、2年に1度、更新しなければなら
ず、そのため、多くの自治体に業者登
録することが、事実上難しいのが実状
です。
一方、各自治体にとっても、業者登録
の受付・審査・整理という作業は片手間
では済まず、自治体の自主性を重んず
るあまり、国全体で、不要な作業（費
用）が発生していることを懸念しており
ます。登録の管理自体は、各自治体に
委ねるとしても、情報の共有化について
は、国が主導的立場を果たせると期待
しております。
また、業者登録の手間が簡素化される
ことで、健全な競争原理が働き、より適
正な価格・質で落札されるであろうこと
も付記いたします。

c

Ⅱ

地方公共団体における入札参加業者
の登録手続をどう定めるかは各地方公
共団体に委ねられているところであり、
国の関与により全国統一の制度を構築
することは困難であるが、地方公共団
体の自主的な検討と判断の結果、登録
情報の共有化や手続の共通化が図ら
れることは、申請者の負担軽減及び行
政事務の効率化の観点からも望ましい
ものと考える。総務省としても、これまで
国において資格審査登録請求書等の
統一様式が定められた際には、各地方
公共団体における取組の参考とするよ
うこれを周知してきたところであり、今後
も国の動向等を踏まえつつ、適宜対応
を検討することとしたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080031

zA080032

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

指定管理者の選定プロセスについ
ての統一的な基準の策定【新規】

業者登録制度の緩和

要望
管理番号

5053

5061

要望事項
管理番号

5053A242

5061A001

（奇数ページ：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

株式会社ノヴァ

要望
事項番号

242

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

指定管理者の選定プロセスについての
統一的な基準の策定【新規】

指定管理者の選定プロセスの透明性
を確保するため、選定委員会や議事録
の公開などについて統一的な基準を定
めるべきである。

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

業者登録制度の緩和
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具体的事業の
実施内容

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

要望理由

その他
（特記事項）

指定管理者の選定にあたっては、専門
的知識、運用経験、法規に沿った判断が
必要と思われる。しかし、地方自治体が
任命した選定委員が指定管理者を選定
し、選定委員会やその議事録が非公開
であった場合、そのプロセスが不透明
で、住民の意思が直接に反映されるとは
言いがたい場合がある。

指定管理者の指定の手続は条例で定
めなければならないとされ、指定自体も
議会の議決を経なければならないとされ
ている。実際の運用では、指定管理者の
選定は選定委員会に付託されており、選
定プロセスの透明性が低い事例が散見
される。

⇒現状の業者登録制度は、官民双方に
煩雑な手間とコストがかかる仕組みに
なってしまっており、実質的に登録の制
限につながっています。地方公共団体に
よる事業は、全て公益的な事業であり、
税金の有効活用のためにも、入札等に
おいて、各事業に適した企業がより容易
に参加できるよう登録の仕組みを改善す
べきであると考えます。
添付資料①（「要望理由」の詳細）およ
行政手続オンライン化法においても、
び、添付資料②（（株）ノヴァ調査『業者
「手続等の簡素化又は合理化」をはかる
登録内容の調査』（2004.6.29））を添付。
ことが定められており、東京都下では本
年度より51自治体が参加する協議会で
業者登録情報の共有が行われていま
す。
仮に全国規模での管理業務の集約が
実現すれば、ニ百億円規模の歳出削減
にもつながると考えられます。
（※添付資料もご覧下さい）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080033

zA080034

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

総務省

（財産の管理及び処分）
第二百三十七条 この法律において
「財産」とは、公有財産、物品及び債権
並びに基金をいう。
２ 第二百三十八条の四第一項の規
定の適用がある場合を除き、普通地方
公共団体の財産は、条例又は議会の
議決による場合でなければ、これを交
換し、出資の目的とし、若しくは支払手
段として使用し、又は適正な対価なくし
てこれを譲渡し、若しくは貸し付けては
ならない。
３ 普通地方公共団体の財産は、第二
百三十八条の五第二項の規定の適用
がある場合で、議会の議決によるとき
でなければ、これを信託してはならな
い。
地方公共団体の保有する財産につ 地方自治法第237
（行政財産の管理及び処分）
いて流動化、証券化を目的とした信 条、第238条の4及び 第二百三十八条の四 行政財産は、
第238条の5
次項に定めるものを除くほか、これを貸
託を可能とすること
し付け、交換し、売り払い、譲与し、出
資の目的とし、若しくは信託し、又はこ
れに私権を設定することができない。
２ 行政財産である土地は、その用途
又は目的を妨げない限度において、
国、他の地方公共団体その他政令で定
めるものに対し、政令で定める用途に
供させるため、政令で定めるところによ
り、これを貸し付け、又はこれに地上権
を設定することができる。この場合にお
いては、次条第三項及び第四項の規定
を準用する。
３ 第一項の規定に違反する行為は、
これを無効とする。
４ 行政財産は、その用途又は目的を
妨げない限度においてその使用を許可
することができる

全省庁

①予算上承認された案件に限り、国庫
債務負担行為の契約を実施している。
②（長期継続契約）
第二百三十四条の三 普通地方公共
団体は、第二百十四条の規定にかか
わらず、翌年度以降にわたり、電気、ガ
ス若しくは水の供給若しくは電気通信
役務の提供を受ける契約又は不動産
を借りる契約その他政令で定める契約
を締結することができる。この場合にお
①財政法第１５条第
いては、各年度におけるこれらの経費
１項及び第２項
国及び地方自治体のリース契約の
の予算の範囲内においてその給付を受
②自治法第234条の
けなければならない。
取扱いについて
3、自治法施行令第
（長期継続契約を締結することができる
167条の17
契約）
第百六十七条の十七 地方自治法第
二百三十四条の三 に規定する政令で
定める契約は、翌年度以降にわたり物
品を借り入れ又は役務の提供を受ける
契約で、その契約の性質上翌年度以降
にわたり契約を締結しなければ当該契
約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす
ようなもののうち、条例で定めるものと
する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

①d
②d

措置の概要
（対応策）

Ⅰ・Ⅱ

地方公共団体の基金に属する財産等
の活用については、その信託の可否も
含め、今後とも慎重に検討していくこと
としたい。

-

①今後も予算上承認された案件に限
り、国庫債務負担行為の契約を継続し
ていく。
②地方自治法第２３４条の３に規定する
長期継続契約は、同条に規定されてい
るとおり、債務負担行為の設定によるこ
となく、複数年にわたる契約を可能とす
るものであるが、債務負担行為によるも
のではないため、次年度以降の予算措
置については制度上保障されないもの
である。したがって、契約の履行を確保
するために次年度以降の財源を確実に
予算措置するためには、債務負担行為
を設定すべきであるし、債務負担行為
を設定せずとも次年度以降の予算措置
の見込みを踏まえ、契約解除条項つい
ては、契約当事者の合意に基づいて適
切に設定されるべきものである。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者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。
『・既に一部の地方公共団体において、
保有する金銭債権を、信託方式と同等
の経済効果が認められるローン・パー
ティシペーション方式で流動化した実例
があること、国においては、「行政財産」
を普通財産に用途変更した上で信託を
設定し、当該財産を引き続き国が使用
する方式が認められると解されている
こと、を踏まえると、地方公共団体が保
有する財産全般について流動化を目的
とする信託を可能とすることは、地方公
共団体の資金調達手段の多様化に資
するといえる。
・よって、基金に限定することなく、地方
公共団体が保有する財産全般につい
て流動化を目的とする信託を可能とす
ることについて、検討スケジュールを明
示していただくとともに、早急に検討い
ただきたい。』

措置の 措置の
分類
内容

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ・Ⅱ

現在、地方公共団体等からの要望を
踏まえ、鋭意検討しているところであ
る。なお、信託の対象となる財産の範
囲の拡大については地方自治法等の
改正が必要と考えており、次期通常国
会を念頭において、必要な検討や作業
を行ってまいりたい。

-

①今後も予算上承認された案件につい
ては、国庫債務負担行為を活用した契
約を引き続き推進する。

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。

-

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。

①d

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080033

zA080034

制度の
所管省庁等

総務省

全省庁

項目

地方公共団体の保有する財産につ
いて流動化、証券化を目的とした信
託を可能とすること

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

5071

5088

要望事項
管理番号

5071A008

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

4

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

8

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・ 地方公共団体が保有する財産は、行
政財産、普通財産、物品及び債権並び
に基金に分類されるが、普通財産である
土地（及びその定着物）以外を信託する
ことは認められていない。
・ 普通財産である土地（及びその定着
物）の信託についても、地方公共団体自
らが受益者となる場合しか認められてお
らず、公用又は公共用に供するために
地方公共団体の保有する財産について
必要が生じたときは信託期間中であって
流動化、証券化を目的とした信託を可能
も信託契約を解除できるものとされてい
とすること
る。
・ そこで、地方公共団体が保有する財産
のうち、普通財産である土地（及びその
定着物）以外の財産についても信託を可
能とすること、及び、その場合に（普通財
産である土地（及びその定着物）の信託
も含めて）流動化、証券化が可能となる
ような法的手当てをあわせて行うことを
要望するもの。

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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具体的事業の
実施内容

要望理由

・地方公共団体では現在、早期の財政健全化の必
要性が叫ばれており、保有する財産の売却を中心
に財政の健全化に向けた取組みがなされていると
ころ、その財産によっては、購入に多額の資金を必
要とするために、売却先が現れない場合も想定さ
れる。斯かる場合において、その保有する財産を流
動化、証券化のために信託することにより、当該信
託により生じる受益権を小口化し、多数の投資家
に売却することで資金調達が可能となり、早期の財
政健全化が図られることとなる。
・また、地方公共団体において、資金調達手段の多
様化が図られることは、地方分権の推進という国家
施策にも合致するものである。なお、一部の地方公
共団体においては、保有する金銭債権をローン・
パーティシペーション方式で流動化した実例が存在
する。
現行、行政財産の用途を廃止し、普通財産とした
うえで資金調達を行うことは制度上可能であるが、
信託方式による流動化は認められていない。例え
ば行政財産について信託を設定し、その受益権を
譲渡して資金を調達する一方で、当該行政財産を
引続き地方公共団体が使用(賃借)する形態をとれ
ば、一般のテナントが賃借する場合と比べて、当該
信託受益権の価値が高まり、ひいては地方公共団
体の早期の財政健全化が達成できることとなる。
・以上のように地方公共団体の財政の健全化に資
する効果に鑑み、ローン・パーティシペーション方式
と同等の経済的効果を有する信託方式による流動
化を可能とすること、併せて行政財産の用途又は
目的を妨げない限度で信託の設定を行うことを可
能としていただきたい。
・なお、国においては行政財産を普通財産に用途
変更したうえで、信託を設定し、当該財産を引続き
国が使用する方式が認められると解されており、地
方公共団体においても少なくとも同様の措置を要
望するもの。

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。

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

zA080035

zA080036

制度の
所管省庁等

全省庁

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

【国】d
国・地方自治体向け金銭債権の証
【国】要望事項について、平成１７年４月
【地方公
券化に関する債権譲渡禁止特約の 【国】民法第４６６条 から債権譲渡対象を特定目的会社等 共団体】
にまで拡大した。
解除
e

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

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

地方税法
第１５１条の２
第１５２条
第６９９条の１１

現在、自動車保有に関する手続は、
市区町村役場、警察署、税事務所、運
輸支局の各行政機関に出向き申請手
続等を行う必要がある。

a

措置の概要
（対応策）

その他

【国】要望事項について、平成１７年４月
から債権譲渡対象を特定目的会社等
にまで拡大した。
-

Ⅰ

【地方公共団体】地方公共団体による
債権譲渡の承認については、各地方公
共団体において適切に対応されるよう
要請するための通知を発出していると
ころ。

自動車保有関係手続（検査・登録、
保管場所証明、自動車関係諸税等の
納付等）のワンストップ化については、
平成17年12月26日から、すべての関係
機関にまたがるワンストップサービスの
基本的な手続であり、ワンストップ化に
よる申請者の利便性向上の効果が大
きい新車の新規登録（型式指定車）を
対象として、自動車保有関係手続のワ
ンストップサービスを稼動させることとし
ており、これにより、各種税の納付手続
の電子化や保管場所証明手続の電子
化等が可能となる。
その際、入力項目を集約した申請画
面や税・手数料のまとめ払いの機能を
持たせることとしているほか、代行申請
や申請自体もまとめて行うための機能
についても設ける方向で検討するな
ど、大量に自動車を保有する方にも配
意したシステム構築を行っているとこ
ろ。
その他の対象手続の電子化について
は、システムの安定稼動や関係機関の
対応状況等を勘案して、平成20年を目
途に段階的にワンストップサービス化を
進めることとしている。
なお、軽自動車については、税体系
が異なり、保有に関しては自動車税の
対象ではなく、市町村が課する軽自動
車税の対象となっている。こちらは市町
村によって電算化等の進捗状況にも相
当な差があることから、自動車のワンス
トップサービスの進展状況やその運用
の状況を見ながら関係機関と検討を行
うこととしている。
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-

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

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 【国】d
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。」

ワンストップサービスについて、
①回答では「新車の新規登録を対象と
した自動車保有関係手続」以外のワン
ストップサービスについては平成20年を
目途に段階的に実施とあるが、具体的
な検討時期について示されたい。
②軽自動車のワンストップサービスに
ついて、具体的な検討時期について示
されたい。

a

措置の概要
（対応策）

-

総務省では、既に措置済み

Ⅰ

新車の新規登録を対象とした自動
車保有関係手続以外の手続のワン
ストップサービス化については、平
成２０年を目途に段階的に実施す
ることとして、関係省庁において検
討を進めることとしており、具体的
な実施時期について回答できる時
期にない。
また、軽自動車のワンストップサー
ビスについては、自動車のワンス
トップサービスの進捗状況やその運
用の状況を見ながら関係機関と検
討を行うこととしているため、具体
的な検討時期については回答でき
る時期にない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080035

zA080036

制度の
所管省庁等

項目

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

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

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A034

5088A035

（奇数ページ：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

2

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

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。

35

自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる諸行政手続（検査・登録〜国、車
庫証明・納税〜地方、自賠責保険確認
〜国）等の電子化は、新車の新規登録
自動車の生産・販売・流通に伴って必要
については平成17年12月から稼動とさ
となる諸行政手続の電子化の早期実現
れ、その他の手続きは平成20年を目途
等
に段階的に進めるとされているが、大量
に自動車を所有する者の諸手続等を充
分に考慮し、早急に検討・具体化するこ
と。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

各省庁の対応が異なり、統一的かつ早
急な対応を求める。

手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続を申請もしくは代行申請を
電子化により、申請項目の共通化・統一
する自動車関連業界（自動車リース業界
化と申請に必要な添付書類の削減化が
も含む）に多大な負担を強いている。ま
できれば、自動車関連業界の生産・販
た、リース会社の税の申告・納付事務等
売・流通に係わる申請及び手続代行コス
は膨大であり、これらの事務作業の効率
トは大幅に軽減され、その軽減分を直接
化、円滑化の観点から、電子化（書式の
部門へ投入することで新たな自動車リー
全国統一化）を図る必要があると考えら
ス市場の開拓が促進され、経済活性化
れる。 電子化に際しては、大量に自動車
に資する。
を所有する者の諸手続等を充分に考慮
し、反映させること。

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

zA080037

zA080038

制度の
所管省庁等

総務省

項目

指定業者登録様式の統一化

総務省 国土交 軽自動車届出事項の閲覧若しく
通省
は、証明書交付

（奇数ページ：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

（指名競争入札の参加者の資格）
第百六十七条の十一 第百六十七条
の四の規定は、指名競争入札の参加
者の資格についてこれを準用する。
２ 普通地方公共団体の長は、前項に
定めるもののほか、指名競争入札に参
加する者に必要な資格として、工事又
地方自治法施行令 は製造の請負、物件の買入れその他
第１６７条の１１
当該普通地方公共団体の長が定める
契約について、あらかじめ、契約の種
類及び金額に応じ、第百六十七条の五
第一項に規定する事項を要件とする資
格を定めなければならない。
３ 第百六十七条の五第二項の規定
は、前項の場合にこれを準用する。

地方税法第４４２条
の２

軽自動車税の納税義務者等は、申告
内容に基づいて決定されている。

措置の 措置の
分類
内容

C

ｄ

措置の概要
（対応策）

Ⅱ

地方公共団体の契約の前提となる入
札への参加資格に係る基準について
は、事業の内容に応じて個別に決定さ
れるものであり、また、地域の実情等を
踏まえるべきものである。複数の自治
体間での様式の統一化や手続の共通
化といった取組は、あくまでも各地方公
共団体において自主的に対応すべきも
のであり、国が制度として地方公共団
体における様式の統一化等を行うこと
は適切ではない。

−

所有者から当該軽自動車等に係る軽
自動車税に関する照会を受けた市町村
は、地方税法第２２条（秘密漏えいに関
する罪）に抵触することなく回答するこ
とが可能である。
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その他

当室からの
再検討要請

回答では、複数の自治体間での様式の
統一化や手続の共通化といった取組
は、あくまでも各地方公共団体におい
て自主的に対応すべきものであり、国
が制度として地方公共団体における様
式の統一化等を行うことは適切ではな
いとのことであるが、現状が民間事業
者にとって負担となっていることも事実
である。あくまでも各地方公共団体にお
いて自主的に対応すべきものであると
しても、国が一定の方向性を示して地
方公共団体による様式の統一化や手
続の共通化の取組を後押しすることは
否定されるべきものではないと考える。
様式の統一化や手続の共通化の推進
について地方公共団体に対し技術的助
言をすることができないか、改めて検討
され、示されたい。

−

措置の 措置の
分類
内容

c

Ⅱ

措置の概要
（対応策）

地方公共団体における入札参加資格
に関する具体的な基準の決定は、各地
方公共団体に委ねられているところで
あり、国の関与により入札参加資格審
査申請書等の様式を全国統一とするこ
とは困難であるが、地方公共団体の自
主的な検討と判断の結果、様式の統一
化や手続の共通化が図られることは、
申請者の負担軽減の観点から望ましい
ものと考える。総務省としても、これまで
国において各省申し合わせにより統一
様式が定められた際には、各地方公共
団体における取組の参考とするようこ
れを周知してきたところであり、今後も
国の動向等を踏まえつつ、適宜対応を
検討することとしたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080037

zA080038

制度の
所管省庁等

総務省

項目

指定業者登録様式の統一化

総務省 国土交 軽自動車届出事項の閲覧若しく
通省
は、証明書交付

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A041

5088A053

（奇数ページ：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

通常２年に1回、各中央官庁および地方
自治体に向け「競争入札参加資格申請」
の必要が生じている。旧建設省統一様
式の自治体も多いが、基本的には申請
のフォーマットと提出書類が区々である。
全国にまたがり申請を行なう場合、その
申請書フォーマットや提出書類のチェッ
クに相当の労力を費やすこととなってい
る。統一フォーマットを用意することで、
資格申請する企業が手続きを緩和され、
申請が集中する毎年1月〜３月の事務軽
減に繋がる。

具体的事業の
実施内容

要望理由

官公庁の入札（取引）には、入札資格申
請が必須で、毎年１月〜３月にその資格
申請受付が集中している。その申請
フォーマットや提出書類も地方自治体毎
に区々であり、その申請手続きは煩雑と
統一フォーマットの設定により、リース会 なっている。しかも、同じ自治体でも毎回
社のみならず全国の企業がこの官公庁 変更がされており、その申請内容チェッ
向け入札資格申請に係る事務負担の軽 クに時間をとられる。全省庁統一申請が
減に繋がる。
実施され、各企業ともその利便性を充分
に感じているところでもあり、一ヶ所に出
せばよいというのは難しくとも、フォーマッ
トの統一ぐらいは図っていただきたい。
東京都の「電子自治体共同運営」の方式
も一つの方法である。

41

指定業者登録様式の統一化

53

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

zA080039

zA080040

制度の
所管省庁等

項目

総務省 法務省
市町村窓口事務の民営化事業
厚生労働省

総務省

国家公務員の人員配置の流動化

（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）

該当法令等

住民基本台帳法第
12条、第20条、住民
基本台帳法施行令
第15条
地方税法第20条の
10

制度の現状

住民基本台帳に記録されている者は、
その者が記録されている住民基本台帳
を備える市町村の市町村長に対し、住
民票の写し等の交付を請求することが
できる。（住民基本台帳法第12条）
地方団体の長は、地方団体の徴収金と
競合する債権に係る担保権の設定等
の目的で、地方団体の徴収金の納付
又は納入すべき額等のうち政令で定め
るものについての証明書の交付を請求
する者があるときは、その者に関するも
のに限り、これを交付しなければならな
い。（地方税法20条の10）

総定員法は、非現業の国家公務員の
定員についてその最高限度（３３１９８４
総定員法、行政機関 人）を規定し、総量を規制。行政機関職
職員定員令
員定員令は、総定員法の規定に基づ
き、各省庁の定員を規定（毎年度当初
改正）。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｄ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

住民票の写し及び納税証明書等につ
いては、住民のプライバシーに直結す
る等の理由から、守秘義務を始めとす
る厳正な服務規律を課す必要があり、
本来地方公共団体以外の者が取り扱う
ことは想定されていない。
また、住民票の写し及び納税証明書等
に係る事務は、市町村長が行う公権力
の行使であり、市町村長に留保される
べきものである。
住民票の写し等には住民情報が記載さ
れており、また、納税証明書等には税
額に係る情報が記載されていることか
ら、守秘義務をはじめとする厳正な服
務規律を課す必要があり、委任者によ
る事務の取扱基準の明示や事後報告
によるチェックなどの措置をもって代替
しうるとはいえない。

Ⅱ

国家公務員（各省庁別の行政機関）の
定員については、いわゆる総定員法の
規定に基づき、行政機関職員定員令に
おいて規定。行政機関職員定員令の改
正については、総務省設置法に基づく
毎年度の定員審査の結果、当該年度
の行政機関の事務及び事業に関する
予定計画にかんがみ（予算成立に合わ
せ）、毎年度首の整備を基本。現行の
定員管理は、毎年度の各省庁定員要
求に対する定員審査において、定員削
減計画の着実な実施等、治安等真に必
要な部門（行政分野）への増員措置等
により、政府全体を通じたメリハリある
定員の適正配置を措置。現行、総定員
法、既定の方針（行政改革の方針、い
わゆる骨太など）の下、行政の効率的
な実施体制、質の高い政府を実現する
ため、毎年度の行政需要等に応じた適
正な定員配置の措置を図り、結果、行
政機関職員定員令に反映。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者より以下の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。また、住民のプライバシーに直結
する等の理由から守秘義務の必要性を
困難の理由の一つと上げているが、民
間委託の際の契約の条件として、守秘
義務を委託先に課し、これが守られな
い場合には、損害賠償請求するといっ
たことで対応可能と思われるがあわせ
て検討いただきたい。
「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。」

内閣府（市場化テスト推進室）として
は、「規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）」を踏まえ、引き続き関係省
庁とも協力しつつ、「市場化テスト法
案」の策定を進めていく中で、本要望の
実現方策につき更に検討を深め、適切に
対応してまいりたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

住民基本台帳法に基づく転入届等
各種届出の受付審査を行う行為
は、それに基づき、選挙人名簿の
登録や課税権の帰属の判断も行わ
れるものであり、それ自体を民間開
放することは困難。
また、住民票の写しの交付事務は、
それを基にした公証行為であり、市
町村長という公権力の主体が行うこ
とができるもの。
交付事務のうち、一定の事実行為
については「地方公共団体の特定
の事務の郵便局における取扱いに
関する法律」では、郵政公社職員が
国家公務員の身分を有するという
前提のもと、郵政公社が行政機関
に準ずる特殊法人であることを踏ま
えて引渡し事務に限り取り扱わせる
ことができるものとされているもの
であり、少なくとも、罰則により担保
された守秘義務をはじめとする厳正
な服務規律を課す必要があり、ま
た、一定の組織的・人的・設備的条
件が必要となるものと思料。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080039

zA080040

制度の
所管省庁等

項目

総務省 法務省
市町村窓口事務の民営化事業
厚生労働省

総務省

国家公務員の人員配置の流動化

要望
管理番号

5091

5093

要望事項
管理番号

5091A001

5093A001

（奇数ページ：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

つくば市

大阪商工会議所

要望
事項番号

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

市町村窓口事務の民営化事業

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。

国家公務員の人員配置の流動化

・その時々の状況に応じて国家公務員の
適正な人員配置ができるよう、法律の見
直しを行う。
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具体的事業の
実施内容

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

その他
（特記事項）

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。

・現状、国家公務員の定員は法によって
各省庁ごとに細かく定められており、柔
軟な人員配置ができず、公共サービスの
民間開放推進を妨げる一つの要因と
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

zA080041

zA080042

制度の
所管省庁等

総務省

項目

人事院 民間との人事交流

総務省

「地方財政再建促進特別措置法」
第２４条第２項の規制の緩和

（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

・国と民間企業との
間の人事交流に関
する法律
・ 官民人事交流法に基づく民間企業への
人事院規則２１−０ 派遣は、公務の公正性を担保しつつ、
（国と民間企業との 民間企業の業務に従事させる人材育
間の人事交流）
成を目的としている制度である。
・人事院規則１２−１
（交流基準）

・地方財政再建促進
特別措置法第２４条 地方公共団体は、国等に対し、地方財
第２項
政再建促進特別措置法第24条第2項の
規定により、同法施行令第12条の3に
・地方財政再建促進 規定されている場合以外、寄附金等は
特別措置法施行令
支出できないこととされている。
第１２条の３第７号

措置の 措置の
分類
内容

C

ｃ

措置の概要
（対応策）

官民交流法は、人材育成を目的に制度
設計されたものであり、これと異なる目
的を実現する場合に直ちに現行法で対
Ⅰ・Ⅱ 応することは困難と考える。要望事項
については、別途民間開放に当たって
の諸制度の整備の一環として検討され
るべきものと考える。

○ 国と地方公共団体間では、各々の
役割に応じた経費負担の原則が定めら
れているところ（地方財政法参照）。
○ 地方財政再建促進特別措置法に
基づく寄附制限は、国と地方の財政秩
序を維持する観点から、自発的寄附の
名目による国から地方公共団体への負
担の転嫁を防止するための措置であ
り、規制とは趣旨が異なるため、全国規
模の規制改革及び特区制度における
規制改革には馴染まない。
○ 独立行政法人国立病院機構や国
立大学法人が設置する病院における
Ⅰ・Ⅱ
小児救急医療体制の確保については、
小児救急医療体制の全国的な確保に
責任を有し、かつ、独立行政法人国立
病院機構や国立大学法人が設置する
病院に対して予算等を含め広範な監督
権限を有する国が一義的に負担すべき
経費。
○ なお、国が小児救急医療を含む医
療施設運営費等について、独立行政法
人国立病院機構や国立大学法人が設
置する病院を補助対象外としていること
にかんがみても、地方公共団体の経費
負担は適切ではない。

47/54

その他

当室からの
再検討要請

規制改革・民間開放推進3か年計画におい
て、公務員等の処遇等については、「民
間事業者等が落札した場合には、その事
業に従事していた公務員等の処遇につい
て、各府省横断的な配置転換や、落札し
た民間事業者等の希望等も勘案した民間
事業者等への移転を図ること等、スムー
ズな公務員等の配置転換・移転が行われ
る仕組みを規制改革・民間開放推進会議
を中心に検討し、各府省とも密接に連
絡・調整しつつ、市場化テストの本格的
導入までに整備する。」こととされてい
る。
本計画及
び提案の趣旨を踏まえ、現行の官民人事
交流法の枠組みに限らず、新たな制度の
創設を含め、広く官民の人事交流の道が
開かれるよう、検討されたい

規制改革民間開放推進３か年計画
（平成17年３月25日閣議決定）におい
て、「医療計画の策定に際し、政策的な
医療を行うよう都道府県知事が指定す
る公的医療機関及び民間医療機関の
いずれについても、政策的な医療に要
する施設整備等の費用に関する都道
府県からの資金援助の在り方を見直し
ていくことを通じて、政策医療が円滑に
実施できるよう早急に措置する。【平成
18年の医療制度改革で措置】」とされて
おり、これを踏まえて厚生労働省等関
係省庁とも意見交換・協議を行うべきで
ある。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

-

措置の概要
（対応策）

市場化テスト導入のための仕組みの整
備については、政府全体としての検討
が必要と認識しているが、御要望事項
については、官民交流法で整理できる
かどうかを含め、公務員制度を所管す
る観点から必要な検討を行ってまいり
たい。

○ 地方財政再建促進特別措置法に
基づく寄附制限は、国と地方の財政秩
序を維持する観点から、自発的寄附の
名目による国から地方公共団体への負
担の転嫁を防止するための措置であ
り、規制とは趣旨が異なるため、全国規
模の規制改革及び特区制度における
規制改革には馴染まない。
○ 独立行政法人国立病院機構や国
立大学法人が設置する病院における
小児救急医療体制の確保については、
小児救急医療体制の全国的な確保に
責任を有し、かつ、独立行政法人国立
病院機構や国立大学法人が設置する
病院に対して予算等を含め広範な監督
権限を有する国が一義的に負担すべき
Ⅰ・Ⅱ
経費。
○ 国が小児救急医療を含む医療施設
運営費等について、独立行政法人国立
病院機構や国立大学法人が設置する
病院を補助対象外としていることにか
んがみても、地方公共団体の経費負担
は適切ではない。
○ なお、規制改革民間開放推進３か
年計画（平成17年３月25日閣議決定）
の記述は、公的医療機関及び民間医
療機関の施設整備等の費用に対する
経費負担に関するものであるが、独立
行政法人国立病院機構や国立大学法
人が設置する病院については、上記の
考え方が同様に妥当すると考えてい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080041

zA080042

制度の
所管省庁等

総務省

項目

人事院 民間との人事交流

総務省

「地方財政再建促進特別措置法」
第２４条第２項の規制の緩和

要望
管理番号

5093

5094

要望事項
管理番号

5093A002

5094A001

（奇数ページ：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

1

要望主体名

大阪商工会議所

社団法人 新潟市医師会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・一定の要件のもと、民間企業で公務員
を現職と関連の深い業務に従事できるよ
う、法律を見直す。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・国と民間企業との人事交流は、天下り
防止の観点から公務員を現職と関連の
深い民間企業の業務に従事することを
禁じている。しかしながら、公共サービス
の民間開放を進めていく過程では、公の
持つノウハウを民間に伝えるため、一定
期間、民間企業で公務員を現職と関連
深い業務に従事させる必要性が考えら
れる。

2

民間との人事交流

1

新潟市の急患診療センターは、新潟市
「地方財政再建促進特別措置法」第２４ が開設者、新潟市医師会が運営・管理
条第２項により、地方公共団体は独立行 し、市民の急患に対処し、当センターで
政法人に対し、寄附金等を支出してはな 対応できない重症患者は二次輪番病院
らない。とあるが救急、特に小児救急に に依頼している。
ついては全国的に危機状態にあり、独立 小児科医の減少は当市においても例
救急医療に協力している独立行政法人
行政法人である大学や旧国立病院等に 外ではなく、８医療機関でスタートした小
である大学や旧国立病院には、民間病
「地方財政再建促進特別措置法」第２４
参加をお願いせざるを得ない状況であ 児科二次輪番病院も、平成１６年度から 平成１６年度小児科二次輪番病院受診
院と同様に、当劾費用に対して、地方公
条第２項の規制の緩和
る。
５医療機関に減少した為、窮余の策とし 患者数 2,517名
共団体からの寄附金等を認めるべきで
救急医療を充実させるためにも、「地方 て新潟大学小児科に週１回の条件で依
ある。
財政再建促進特別措置法」第２４条第２ 頼した。平成１６年度の二次輪番病院に
項については救急医療に協力している 搬送された小児救急患者は、一日平均
場合、例外として寄附金等の支出を認め 約７人であり、新潟大学小児科としても
ていただきたい。
通常の当直スタッフとは別に医師や看護
師等を配置する必要があり、人件費等の
待機料が必要となる。
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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

zA080043

zA080044

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

該当法令等

制度の現状

原付二輪車のワンストップサービス 地方税法第４４７条 自動車保有関係の手続きに関しては、
地方税法施行規則 各市町村の判断で法に則った制度の
の対象化
運用を行っている。
第１６条

地方公共団体の支出におけるクレ
ジットカード払いの可能化

（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）

第二百三十二条の五 普通地方公共
団体の支出は、債権者のためでなけれ
ば、これをすることができない。
２ 普通地方公共団体の支出は、政令
地方自治法第232条
の定めるところにより、資金前渡、概算
の5
払、前金払、繰替払、隔地払又は口座
振替の方法によつてこれをすることが
できる。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

d

措置の概要
（対応策）

−

原動機付自転車に係る軽自動車税の
申告書等は省令様式が定められてい
る。
原動機付自転車の取得、譲渡、廃車等
に係る手続は、統一様式により行われ
ている。
原動機付自転車の保有に関する手続
については、市町村以外の行政機関へ
の届出等はなく、市町村の税担当窓口
に対してのみ一回（ワンストップ）で完結
するものとなっている。
なお、自賠責保険の手続に関しては、
当省は所管していない。

−

地方公共団体の支出についてクレ
ジットカードを活用する場合、クレジット
カードを用いる職員が支出負担行為を
行う権限はもとより、必要に応じ、支払
をする権限、公金を保管する権限、物
品の出納・保管をする権限等の長や出
納長・収入役の権限のうち所要の権限
について地方自治法の規定により委任
を受けている必要がある。
ただし、職員によるクレジットカードの
使用は、通常の長の支出命令に基づく
出納長・収入役による支払ではないた
め、公金の保管や物品の出納・保管、
支出の決定等の責任の所在が曖昧と
なり、また、第三者によるチェックが有
効に機能できないことが懸念されるた
め、公金の保管・支出手続の透明性、
確実性、公正性等を確実に確保するこ
とに十分留意しつつ、所要の手続等に
ついて財務会計規則等に明確に規定し
た上で、住民に疑念を持たれることが
ないよう慎重な運用に努めるべきであ
る。
また、職員による支出の際において
も、物品の購入等については、地方自
治法・地方自治法施行令の規定により
契約を実施する必要があるため、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項に規
定する随意契約によることができる事
由に該当する場合に限られること等の
支払以外の関連規定にも十分留意す
る必要がある。
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その他

−

当室からの
再検討要請

平成17年12月から稼動する予定のワン
ストップサービスは、その他の対象手続
の電子化について、平成２０年を目途
に段階的にワンストップサービス化を進
めることとされているが、原動機付自転
車についても将来的なワンストップサー
ビスの対象とすることについて中長期
的な検討課題となり得ないかという観
点から改めて検討されたい。

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。）

措置の 措置の
分類
内容

c

d

措置の概要
（対応策）

ー

既に回答したとおり、原動機付自転
車の保有に関する手続きについて
は、市町村以外の行政機関への届
出等はなく、市町村の税担当窓口
に対してのみ一回（ワンストップ）で
完結するものとなっているため、ワ
ンストップサービスの対象とする理
由はない。
また、自賠責保険の手続きに関し
ては当省は所管していないため、
当該手続についてワンストップサー
ビスにおける対象手続とするかどう
かについてコメントする立場にな
い。

−

前回回答においては、クレジットカード
による支出について必要な手続や留意
すべき主な事項を示したところである。
現行の財務会計制度の諸規定を遵守
し、いやしくも住民に疑念をもたれること
がないように十分に留意して運用すべ
きものである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080043

zA080044

制度の
所管省庁等

総務省

総務省

項目

原付二輪車のワンストップサービス
の対象化

地方公共団体の支出におけるクレ
ジットカード払いの可能化

要望
管理番号

5095

要望事項
管理番号

5095A006

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1

要望主体名

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

5098A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1
三井住友カード株式会社

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

6

自賠責保険の契約者が転居等を行った
場合に、市町村ごとに手続きや様式が異
現在、地方自治体への届出制となってい
なることから、自賠責保険の異動・解約
自賠責保険の異動・解約事務の必要書
る原付二輪車について、市町村ごとに異
等の際の書類の取り付けに支障をきた
原付二輪車のワンストップサービスの対
類の取り寄せが確実・簡易に行えること
なる届出・変更等の手続きを統一した上
すケースがある。自賠責保険が国による
象化
により、契約者サービスの向上と事務効
で、ワンストップサービスの対象とするよ
強制保険であることをふまえ、契約者
率化が図られる。
う検討頂きたい。
サービスの向上の観点から、市町村が
ワンストップサービスのインフラに参加で
きるような仕組みを検討頂きたい。

1

地方自治法２３２条の５では、「普通地方公共団体
の支出は、債権者のためでなければ、これをするこ
とができない。」と規定しているところ、仮に物品等
供給店舗が自治体に対する債権者となる場合はク
レジットカード会社が間に介在するカード払いは認
められないと考えられるが、他方で店舗からカード
会社に債権譲渡して、カード会社が自治体に対す
る債権者となる形式であれば同条に抵触せず可能
であると考える。債権譲渡契約の場合、クレジット
カード加盟店でクレジットカードにより支払いをした
場合、加盟店との契約により、加盟店からカード会
社に所定の売上票が到着した時点で、加盟店から
カード会社に債権が譲渡される。したがって、地方
公共団体の支出をクレジットカードで行った場合も、
債権者はカード会社となる。また、カード会員から
カード会社への支払いは口座振替により行われる
のが一般的であることから、地方自治法第232条の
5には抵触しないものと考える。クレジットカード払
いの活用による効果として、導入側の地方公共団
体においては、調達プロセスの簡素化・会計処理
の単純化・支払業務の軽減等が可能となり、事務コ
ストの削減・職員の生産性向上を図ることができ
る。また、取引業者側においても、請求事務・入金
管理業務等のコスト削減や、代金回収の早期化に
よるキャッシュフローの改善等、メリットが多い。ま
た、カード会社が介在することにより、取引データの
提供による詳細な支出分析、モニタリング等も可能
となり、透明性の向上にも寄与するものである。
尚、米国政府では、クレジットカードの活用によるコ
スト削減額は、年間14億ドルと推定している。（2004
年度実績、米国一般調達局[GSA]試算）日本の行
政ｻｲﾄﾞにおいても、これらの事例の検証も併せて
お願いしたい。

株式会社日本総合研究所
5098

要望事項
（事項名）

地方自治法第232条の5との関係におい
て、クレジットカードによる支出を可能とし
ていただきたい。（もし現在でも可能であ
るならばその旨明示していただきたい。 地方公共団体の物品調達費、出張経
地方公共団体の支出におけるクレジット
また、その他の規定でクレジットカード払 費、車両関係費等、支出全般におけるク
カード払いの可能化
いを妨げている規定がもしあるならば、 レジットカード払いの導入
その規定及び問題の所在を教えて頂き、
クレジットカード払いを可能とするよう改
正していただきたい。）
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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

制度の
所管省庁等

項目

総

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

ブロードバンドを利用した電気通信 著作権法第２条第１
著作権法第２条において、「放送」、
項第７号の２、同項
役務利用放送の著作権法上の位 第９号の２、同項第９ 「有線放送」、「自動公衆送信」について
それぞれ定義が規定されております。
置づけの明確化
号の４）

e

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

c

zA080045

文部科学省
務省

zA080046

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）

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

措置の概要
（対応策）

今回いただきましたご要望は、ブロー
ドバンドサービスを利用した電気通信
役務利用放送が著作権法上「有線放
送」に該当するか否かについて明確に
すべきということでありますが、ご要望
事項は「規制」に関するものではないと
思われます。
本要望事項につきましては、「知的財産
推進計画２００５」において、「映画や放
送番組などのコンテンツのブロードバン
ドサービスを利用した電気通信役務利
用放送における活用に向けて、２００５
年度も引き続き関係者間の協議を奨励
するとともに、著作権法上の位置付け
について、市場や国際的な動向も踏ま
えつつ検討を行うなどにより、そのよう
なコンテンツの活用を促進する。」とさ
れているところであり、今後も関係府省
と協力して、引き続き検討を進めてまい
る予定です。

-

（理由）
財務省回答と同旨
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その他

当室からの
再検討要請

回答では、引き続き検討を進めるとさ
れているが、平成１８年度までに実施さ
れることの可否について改めて検討さ
れたい。
なお、回答では、要望事項は「規制」
に関するものではないとされているが、
要望事項と同趣旨の内容が、民間開放
その他の規制の在り方の改革を図るた
めに策定された「規制改革・民間開放３
か年計画（改定）」（平成17年３月25日
閣議決定）に、「ブロードバンドサービス
を利用した放送の著作権法上の位置
付け等について検討する。」と盛り込ま
れており、「規制」に関するものと考えら
れる。

措置の 措置の
分類
内容

e

-

措置の概要
（対応策）

いただきました要望事項につきまして
は、関係者間の協議を進めるとともに、
市場や国際的な動向も踏まえつつ、今
後鋭意検討を行うことになりますので、
期限を付して結論を得ることは難しいと
思われます。
なお、「規制改革・民間開放３か年計
画（改定）」においては、国等が企業・国
民の活動に対して特定の政策目的の
実現のために関与・介入するもののみ
ならず、より広く一般的なルールといっ
たものも盛り込まれており、「ブロードバ
ンドサービスを利用した放送の著作権
法上の位置付け等について検討す
る。」ことについても、「既存コンテンツ
資産のブロードバンド上での再利用の
促進」のための措置の一つとして挙げ
られておりますが、当該事項につきまし
ては、著作権法上の「有線放送」に該当
するか否か明確にするということであ
り、「規制」ではないと思われます。しか
し、「規制」であるか否かに関わらず、
本要望事項は検討を行う必要のある課
題であると考えておりますので、今後も
関係府省と協力して、引き続き検討を
進めたいと思います。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080045

zA080046

制度の
所管省庁等

文部科学省
務省

項目

総

ブロードバンドを利用した電気通信
役務利用放送の著作権法上の位
置づけの明確化

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

5107

5034

要望事項
管理番号

5107A002

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

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

ＫＤＤＩ株式会社

（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

2

ブロードバンドサービスを利用した電気
通信役務利用放送の著作権法上の位置
ブロードバンドを利用した電気通信役務 づけについて期限を付して検討するとと
利用放送の著作権法上の位置づけの明 もに、とりわけ、同放送における地上波
確化
および衛星放送の同時再送信が著作権
法第２条第１項第９号の２の有線放送に
該当することを明確にすべきである。

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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具体的事業の
実施内容

電気通信役務（FTTH）を利用した放送
によって、地上波および衛星放送の同時
再送信を行いたい。
しかしながら、電気通信役務利用放送
については、著作権法上、有線放送に該
当するのか自動公衆送信（著作権法第２
条第１項第９号の４）に該当するのか、位
置づけが明確化されていないため、同時
再送信を行うことができない。

要望理由

その他
（特記事項）

ブロードバンドサービスを利用した電気
通信役務利用放送は、ＩＰマルチキャスト
技術を利用する等して、公衆によって同
一の内容（すべての内容）の送信が同時
に受信されることを目的として送信してお
り、著作権法第２条第１項第９号の２の
「有線放送」に該当するものと考えられ
る。電気通信役務利用放送のうち、地上
本件については、『知的財産推進計画
波及び衛星放送の同時再送信を行って
2004』において、「こうしたコンテンツがブ
いる衛星役務利用放送および有線役務
ロードバンドサービスを利用した電気通
放送の一部（有線テレビジョン放送）につ
信役務利用放送において有効に活用さ
いては、運用上、「有線放送」とすること
れるよう、２００４年度も引き続き権利者
で特に問題は生じていない。
等の関係者間の協議を奨励するととも
ブロードバンドサービスを利用した電気
に、著作権法上の位置付けについて、市
通信役務利用放送は、デジタルデバイド
場や国際的な動向を踏まえつつ２００４
の是正や地上デジタル放送の整備を実
年度に検討する」とされているところであ
現する上で重要な役割を担うものとして
る。
注目されており、同様の目的で送信され
ている他形態の電気通信役務利用放送
との公正な競争条件を確保する上でも、
同放送の著作権法上の位置づけを明確
にすべきである。
なお、米国、イタリア、フランス、香港で
は、既に同方式による放送の同時再送
信が行われている。

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。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080046

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。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

-

措置の概要
（対応策）

（理由）
財務省回答と同旨
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA080046

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

（奇数ページ：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

要望
事項
補助
番号2

1

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。
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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。

その他
（特記事項）

