「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

中小企業信用保険上、ＮＰＯ（非営
中小企業信用保険
利法人）は信用保険の対象外として
法第２条
いる。

中小企業信用保険法施行規則上、
中小企業信用保険
再生ファンド及びサービサーに対し
法施行令第１条の
て信用保証協会の保証付き債権が
３、
譲渡された場合に保険関係が継続
中小企業信用保険
する要件を、整理回収機構や中小
法施行規則第１条
企業再生支援協議会などの再生計
の３
画に基づく場合等に限定している。

措置
の分
類

b

ｃ

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

I

ＮＰＯが中小企業と扱われていな
い現状において、財政支援を伴う信
用保険の対象とすることの是非を
検討するためには、ＮＰＯの活動実
態や収益事業の状況、さらには資
金ニーズや民間金融機関の貸出動
向等の実態を把握の上、検討する
ことが必要。
この点、各地域の信用保証協会
が自らの判断でＮＰＯに保証を行う
ことは信用保証協会法上は可能で
あり、一部の保証協会においては、
ＮＰＯに対する保証制度があるが、
民間金融機関の利用実績は極めて
限定的である。
今後は、これら民間金融機関の動
向も踏まえ、中小企業振興の観点
からの必要性を含め、総合的に検
討する必要がある。

平成１７年６月２０日に取りまとめ
られた中小企業政策審議会基本政
策部会の報告において、保証付債
権の譲渡については十分な再生可
能性がある計画に基づくことが必要
であるため、保証付債権の「譲渡が
認められる場合は、中小企業再生
支援協議会の再生計画により妥当
と判断される場合等に限」るべきと
の指摘がなされている。
この点を踏まえ、今般政令改正等
を行い、
①中小企業再生支援協議会等の
Ⅱ、Ⅲ 公的再生支援機関が策定支援した
再生計画及び
②私的整理ガイドラインに基づいた
再生計画
による譲渡のみ認めることとしてい
るところ。
いずれの場合も再生計画を活用
するのは民間金融機関であること、
②については民間の策定した再生
計画であっても認められること、そし
て本制度改正はこれまでの要望も
踏まえて実施したことであり、今後、
民間金融機関による積極的な企業
再生の取組みが期待される。

当省主管の国家資格については、
各資格により要件も様々であるが、
総じて高い専門能力を求められるも
のであり、その能力を証明する試験
の実施においても公平性・中立性
が求められることから、一概に試験
の実施について開放することはでき
ない。

その他

省庁番号

z15001

z15002

z15003

管理コード

経済産業省

経済産業省

全省庁

要望事項
（事項名）

信用保証協会の保証対象の拡大

信用保証協会保証付債権の譲渡
に係る規制緩和

独立行政法人並びに、政府管掌
の公益法人、社団・財団法人等
が運営実施している国家資格試
験業務の、民間への委託開放を
希望致します。

要望主
体
管理番
号

5021

5021

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5021016

5021025

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

16

25

A

A

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

・ 特定非営利活動促進法に基づき
信用保証協会の保証対象の拡大 設立されるＮＰＯ法人による信用保
証協会の保証利用を可能とする。

・ サービサーや再生ファンドに対す
る保証付債権の譲渡が認められる
信用保証協会保証付債権の譲渡
要件について、整理回収機構や中
に係る規制緩和
小企業再生支援協議会の再生計画
に基づく場合等に限定しない。

国家資格試験の受付事務から採点
処理・合否判定・通知業務までの一
連の作業事務は、民間で十分に対
応出来得る内容であり、且つ効率、
効果的な運用が大幅に改善できる
と鑑みてます。

5026

5026001

（株）アイ・イーシー

1/10

1

B

具体的事業の
実施内容

独立行政法人並びに、政府管掌
の公益法人、社団・財団法人等
試験業務に付随する一切のアウト
管理栄養士・社会福祉士・衛生管理
が運営実施している国家資格試
ソーシングを事業主体として取組ん
者（厚生労働省）、行政書士（総務
験業務の、民間への委託開放を
でおります。
省）、国内旅行業取扱主任者・一般
希望致します。
旅行業務取扱主任者・マンション管
理士・管理業務主任者・宅地建物取
引主任者・（国土交通省）、危険物
取扱者（消防庁）の試験業務の規制
撤廃および民間への業務開放を要
望致します。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

・ ＮＰＯ法人には、中小零細法人が
多い。主な収入源は会費や寄付等
であり、資金的に不安定。ＮＰＯ法
人による信用協会保証の利用が認
められれば、資金調達手段の拡大
に資する。
・ ＮＰＯ法人の多くは医療･福祉分
野関連。ＮＰＯ法人と同様に非営利
中小企業信用保険法第2条
団体である医療法人、社会福祉法
人は信用保証協会利用が可能であ
るのに対し、バランスを失している。
・ こうしたことから、少なくとも、特定
非営利活動促進法に基づき設立さ
れるＮＰＯ法人については、信用保
証協会保証の対象に追加すべき。

・ 企業再生については、中小企業
庁や整理回収機構をはじめとする
「官」における取組みとともに、民間
での取組みも進められてきている。
こうしたことを踏まえれば、協会保
証付債権の譲渡対象を整理回収機
構や中小企業再生支援協議会の再
生計画に基づく場合等に限定する 中小企業信用保険法施行令第1条
必然性はない。
の3、中小企業信用保険法施行規
・ 協会保証付債権の譲渡範囲に関 則第1条の3
する条件が緩和されれば、民間の
企業再生の枠組みの中での利用が
拡大し、柔軟かつ迅速な不良債権
処理に資する。また、これによって、
民間サービサーやファンド事業の
マーケット拡大も期待される。

政府管掌でなくてはならない明確な
事由が、見当たらないことと、民間
に出来ない事由が明確でない事に
よる国家資格試験の民間開放を要
望致します。

全省庁で定められている国家試験
ごとの、省令等により、公益法人、
資格認定事業団体でしか、取り扱い
が出来ないとなっているもの。
各資格の業法および、法律

法律等で指定された資格認定事業
者以外でも、取り扱いができる国家
試験業務の事務請負の民間への開
放および規制の緩和・撤廃を要望
致します。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

特許法第９９条第１項では、通常
実施権の設定を登録していなけれ
ば、それを第三者に対抗することは
できないとされています。しかし、信
特許法第９９条第 託法第１２条において詐害目的の
１項
信託の取消が可能とされているた
信託法第１２条
め、特許権者が通常実施権者（未
登録）との契約を無視して特許権等
を信託譲渡した場合、通常実施権
者（未登録）は当該信託譲渡を取り
消すことができるとされています。

特許法第９８条第１項では、特許権
の移転（信託譲渡含む）は、登録し
なければ、その効力を生じないとさ
れています。
特許法第９８条第
また、特許登録令第２９条では、２
１項
以上の特許権、実用新案権、意匠
特許登録令第２９
権若しくは商標権又はこれらに関す
条
る権利に関する登録は、登録の目
的が同一である場合に限り、同一
の申請書で申請することができると
されています。

措置
の分
類

d

d

c

措置
の内
容

-

-

措置の概要（対応策）

信託法第１２条により、特許権者が
通常実施権者（未登録）との契約を
無視して特許権等を信託譲渡した
場合、通常実施権者（未登録）は当
該信託譲渡を取り消すことが可能
です。

特許登録令第２９条の規定により、
２以上の特許権、実用新案権、意
匠権若しくは商標権又はこれらに関
する権利に関する登録は、登録の
目的が同一である場合に限り、同
一の申請書で申請することが可能
です。

当省主管の国家資格については、
各資格により要件も様々であるが、
総じて高い専門能力を求められるも
のであり、その能力を証明する試験
の実施においても公平性・中立性
が求められることから、一概に試験
の実施について開放することはでき
ない。

その他

省庁番号

z15004

z15005

z15006

管理コード

経済産業省

経済産業省

経済産業省

要望事項
（事項名）

知的財産信託における特許権の
通常実施権の取扱制度の改正

知的財産信託における特許権等
の移転登録に関する手続制度の
改正

国家試験運営/管理事業

要望主
体
管理番
号

5062

5062

5072

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5062006

5062007

5072001

社団法人 電子情報技術産
業協会

社団法人 電子情報技術産
業協会

民間企業

2/10

要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

6

7

1

A

A

B

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

改正信託法下による知的財産信託
においては、多数の特許権等の流
動化が今より盛んになることが予測
知的財産信託における特許権の されるため、特許権等の通常実施
通常実施権の取扱制度の改正 権の登録上の問題点等を検討し、
通常実施権者等のビジネス状況を
保持し、且つ有効な知財信託制度
の構築を図るべきである。

知的財産信託では、通常実施権が付与されている
特許権等を信託会社に信託譲渡する場合も想定さ
れる。この場合、現行の特許法に基づいて考える
と、その通常実施権を設定登録していなければ、そ
の通常実施権者は信託会社に対して自らの通常実
施権を対抗することができない。しかしながら、現
在、特許権等の実施許諾契約においては、特許権
者または通常実施権者は通常実施権の設定登録を
行っていないことが一般的である。
こういった状況で特許権者が通常実施権者（未登
録）との契約を無視して、特許権等を信託譲渡した
場合、当該通常実施権者との間で紛争が発生する
可能性がある。このような紛争が多発すれば、信託
会社は特許権等の受託をためらうこととなり、ビジネ
スツールとしての信託制度の活用の可能性が減じ
る。
なお、通常実施権の設定登録をしなければ信託会
社に対抗できないとする現行の規定が維持された
場合、その登録の煩雑さ且つ費用のかかる登録手
続きが特許権者または通常実施権者に発生し、信
託に対して後ろ向きになるものと思われる。
よって、今後は、設定登録がなされていない通常実
施権が付随した特許権等が信託会社に移転された
場合にその通常実施権者に信託の活用が阻害され
ない範囲で法定通常実施権を認める等の制度改正
を整える必要がある。

改正信託法下による知的財産信託
においては、多数の特許権等の流
知的財産信託における特許権等 動化が今より盛んになることが予測
の移転登録に関する手続制度の されるため、特許権等の移転に関
改正
する手続き等を検討し、登録手続き
業務等が簡便で円滑な知財信託制
度の構築を図るべきである。

知的財産信託において、信託譲渡
に伴い特許権等を信託会社へ移転
する際には移転登録を行う必要が
あり、この登録は移転する特許権の
件数が多くても特許権毎に行う必要
がある。このため、信託会社は受託
した特許権等に対して特許権毎に 特許法第98条第1項
移転登録手続きを行う必要があり、
多数の特許権等の移転登録は非常
に煩雑となる。こういった状況を鑑
みて、今後は特許権等の移転登録
をまとめて一括して行えるような制
度改正を整える事等が必要である。

国家試験運営/管理事業

①37の国家資格試験の業務をトー
タルマネジメントすることで、告知、
願書受付、試験会場管理、監督者
管理、応募者管理、結果集計/管
経済産業省主管で行われている国 理、合格者管理、試験問題管理等
家資格試験の運営・管理業務を市 の一連の業務を全てシステム管理
場化テストの対象とする。
する。②インターネット申込みや合
否の結果の携帯電話への連絡が可
能になったり、受験者側にとっても
利便性が向上するしくみを整備す
る。

左記を実施することで、システム構
築費用、運用コストが大幅に削減可
能となるだけでなく、受験者への
サービス向上が図られる。

特許法第99条第1項

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

国内において、物品購入等のため
職員による立替払を必要とする
ケースはほとんど想定されないこと
から、既設の会計機関が処理して
いる。
また、出張旅費については、国家公
務員等の旅費に関する法律第３条
第１項の規定により職員に直接支
給することとされている。
また、出張に伴う費用を職員個人
のクレジットカードで支払うことに関
しては特段の制約はない。

主任技術者制度の解釈及び運用
（内規）において、保安業務従事者
は委託契約の相手方の法人の従
電気事業法 第４３ 業員であることを規定しているが、
条第１項
これは電気事業法施行規則第５２
条の２第２号ニの規定（保安管理業
電気事業法施行規 務を遂行するための体制が、保安
則 第５２条第２ 管理業務の適確な遂行に支障を及
項、第５２条の２、 ぼすおそれがないこと。）を担保す
第５３条第１項・第 るためである。
２項
したがって、保安管理業務のみを
営む法人については、役員を従業
主任技術者制度の 員同様とみなし保安管理業務従事
解釈及び運用（内 者とすること、保安管理業務以外の
規）３．
業務も営む法人については、保安
管理業務専任の役員を従業員同様
とみなし保安管理業務従事者とす
ることも認めている。

火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ
火薬類取締法第２
うとする者は、都道府県知事の許可
５条第１項
を受けなければならない。

措置
の分
類

ｄ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

−

国際会議への出席等に際し、海外
でコピー、ファクシミリの使用等が予
定される場合は、現地で契約する
必要があることから、会計法第１３
条第３項の規定に基づき、出張者
のうち適任者を契約権限の有する
分任支出負担行為担当官として任
命し、クレジットカードでの決済を前
提とした契約を行い、後日、利用内
容を確認のうえ、クレジット会社から
の請求に基づき、センター支出官払
いとしているところであり、会計法令
の範囲内で適正に処理しているとこ
ろ。

制度の現状で述べているとおり、
現行の規定により対応可能。

ｄ

ｃ

ー

火薬類の消費の許可は、火薬類取
締法における火薬類の災害防止、
公共の安全確保等の目的を達する
ため、行政主体が私人に対して一
方的に法律関係を形成する行政行
為であり、このような許認可事務を
民間に委託することはできない。

その他

省庁番号

z15007

z15008

z15009

管理コード

全省庁

経済産業省

経済産業省

要望事項
（事項名）

政府における物品調達・支払業
務におけるクレジットカードシステ
ムの導入

電気主任技術者の外部委託制度
の審査基準の緩和

火薬類消費許可の市場化テスト

要望主
体
管理番
号

5075

5089

5094

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5075002

5089001

5094001

クレジットカード普及連絡会
（クレジットカード会社29社
※別紙参加カード会社 社名
一覧ご参照）

鷲見圭一

佐藤貿易

3/10

要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

2

1

1

A

A

B

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

諸外国と同様にクレジットカードシス
テムを導入した、政府における物品
購入・支払いシステムを実現し、政
府の物品調達・支払いに関するコス
政府における物品調達・支払業
ト削減や業務プロセスの効率化を
務におけるクレジットカードシステ
実現いただきたい。ついては、会計
ムの導入
法や予算決算及び会計令等のにお
いて、本要望を妨げる規定がある場
合は、その規定をご指摘いただくと
ともに制度を改正いただきたい。

現行法で規制されている電気主任
技術者の外部委託制度における
電気主任技術者の外部委託制度
「法人マネジメントシステム」につい
の審査基準の緩和
て、法人役員でも保安業務従事者
になれるという審査基準への緩和。

火薬類消費許可の市場化テスト

火薬類の消費の許可の事務を民間
に委託する。

具体的事業の
実施内容

各府省庁において実施されている、
物品調達・支出の一連の業務プロ
セスにクレジットカードシステム（政
府購買専用カードの発行、決済ス
キームの活用、共同アウトソーシン
グシステムの構築等）を導入する。
まずは、いくつかの府省庁で実証実
験を行い効果を確認。効果が見ら
れた場合は、その他の府省庁に順
次拡大する。

現在個人事業者である「電気管理
技術者」本人が、法人役員（代表取
締役）となり、法人を設立することが
できるようになる。かつ、法人化によ
り社会的信用が大きくなり業界での
地位確立と業界の活性化が産業界
の発展につながる。

要望理由

諸外国では、既にクレジットカードシ
ステムを導入し、政府物品調達・支
払業務におけるコスト削減・効率化
において大きな成果を上げている。
米国では年間１４億ドル、イギリスで
は年間１億ドルのコスト削減効果が
あると推定されている。従って、日
本においても物品調達・支払業務に
クレジットカードシステムを導入する
ことによる、コスト削減・効率化効果
が見込めるものと考えるため、関係
府省において検討をお願いしたい。

根拠法令等

その他
（特記事項）

【ご参考：クレジットカードシステムを
導入している諸外国】米国、イギリ
ス、フランス、ドイツ、アイルランド、
イタリア、ノルウェー、スペイン、ス
会計法（第10条〜第28条）、予算決 ウェーデン、オーストラリア、香港、
算及び会計令（第38条〜第63条）、 韓国、ニュージーランド、シンガポー
契約事務取扱規則（第1条〜第27 ル、台湾、タイ、カナダ、アルゼン
条）
チ、ブラジル、コスタリカ、プエルトリ
コ等※物品調達に限定するもので
はなく、政府からの様々な支出にお
いてクレジットカードシステムを導入
している国々

提案理由：現行法は、主に大企業ま
たは従来からある財団法人の組織
を意識したものになっていると想定
され、役員は保安業務管理者にな
れないと規定されている。つまり、個
人が法人を設立し、自らが役員（代
表取締役）になったならば保安業務
を行ってはいけなくなる。しかし、ど
の業界の中小企業を観ても役員が
経営及び業務を兼任し現場で活躍 電気事業法施行規則第52条第2項
している実例があるのは明らかであ の承認に関する審査基準
る。特に中小企業の役員だから保
安業務ができなくなるとは考えにく
い。また、法人化による社会的信用
増大、業界の活性化を損なうものと
考えられ、法人化を行う上での障害
となっている。
代替措置：現行法の法人審査基準
によれば、代替措置は必要ないと
考えられる。

火薬類の消費の許可は都道府県の
自治事務とされているが、地方自治
法第２５２条の１７の２第１項の規定
により、都道府県が独自に条例を定
めれば、市町村に権限を委譲する
ことが可能である。しかし、火薬類
の消費の許可は、火薬類取締法に
関する専門的な知識を必要としてお 火薬類取締法第２５条第１項
り、このような専門的な知識を有す
る職員を全ての市町村に置くこと
は、行政事務の効率性の観点から
望ましくないとされているところ。こ
のため、民間にこの事務を委託する
ことは行政事務の効率化の観点か
ら望ましいと思われる。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

火薬類を譲り渡し、又は譲り受けよ
火薬類取締法第１ うとする者は、経済産業省令で定め
７条第１項
るところにより、都道府県知事の許
可を受けなければならない。

火薬類の製造の業を営もうとする者
火薬類取締法第３ は、製造所ごとに、経済産業省令で
条
定めるところにより、経済産業大臣
の許可を受けなければならない。

火薬類を爆発させ、又は燃焼させよ
火薬類取締法第２
うとする者は、都道府県知事の許可
５条第１項
を受けなければならない。

措置
の分
類

ｃ

d

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

ー

火薬類の譲受の許可は、火薬類取
締法における火薬類の災害防止、
公共の安全確保等の目的を達する
ため、行政主体が私人に対して一
方的に法律関係を形成する行政行
為であり、このような許認可事務を
民間に委託することはできない。

-

がん具煙火への新たな追加指定を
要望し、それを目的として「新規が
ん具煙火追加要望審査実施要領」
（平成17年3月28日付け原子力安
全・保安院内規）の別添（がん具煙
火の安全性評価基準）に定める安
全性の判定試験を実施するために
火薬類を製造する行為は、火薬類
取締法第４条但し書で規定している
理化学上の実験に該当するものと
解され、経済産業省令で定める数
量以下であれば現行法においても
無許可で製造することができる。

-

がん具煙火への新たな追加指定を
要望し、それを目的として「新規が
ん具煙火追加要望審査実施要領」
（平成17年3月28日付け原子力安
全・保安院内規）の別添（がん具煙
火の安全性評価基準）に定める安
全性の判定試験として火薬類を消
費する行為は、火薬類取締法第２５
条第１項但し書で規定している理化
学上の実験に該当するものと解さ
れ、経済産業省令で定める数量以
下であれば現行法においても無許
可で消費することができる。

その他

省庁番号

z15010

z15011

z15012

管理コード

経済産業省

経済産業省

経済産業省

要望事項
（事項名）

火薬類譲受許可の市場化テスト

新規がん具煙火安全性確認検査
用火薬試料の無許可製造

新規がん具煙火安全性確認検査
用火薬試料の無許可消費

要望主
体
管理番
号

5094

5094

5094

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5094002

5094003

5094004

佐藤貿易

佐藤貿易

佐藤貿易
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要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

2

3

4

B

A

A

要望事項
（事項名）

火薬類譲受許可の市場化テスト

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

火薬類の譲受の許可の事務を民間
に委託する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

火薬類の譲受の許可は都道府県の
自治事務とされているが、地方自治
法第２５２条の１７の２第１項の規定
により、都道府県が独自に条例を定
めれば、市町村に権限を委譲する
ことが可能である。しかし、火薬類
の譲受の許可は、火薬類取締法に
関する専門的な知識を必要としてお 火薬類取締法第１７条第１項
り、このような専門的な知識を有す
る職員を全ての市町村に置くこと
は、行政事務の効率性の観点から
望ましくないとされているところ。こ
のため、民間にこの事務を委託する
ことは行政事務の効率化の観点か
ら望ましいと思われる。

新規にがん具煙火として指定を受
ける際に、新規事業者あるいは火
薬類製造保安責任者免状を有する
新規がん具煙火安全性確認検査 等一定の資格がある者が、安全性
用火薬試料の無許可製造
の確認のために火薬試料（新規が
ん具煙火検査用試料）を製造する
場合は、毎回一定量まで無許可で
製造できるようにしていただきたい。

経済産業省より新規のがん具煙火
として指定を受けるには、事業者が
火薬（新規のがん具煙火）を製造し
て安全性の確認検査を実施し、そ
の検査結果を経済産業省に提出し
なければならない。火薬を製造する
には経済産業大臣より火薬の製造
の許可を受けなければならない。こ 火薬類取締法第３条
のため、安全性の確認を行うための
少量の火薬を製造する場合でも、火
薬製造事業者と同じ火薬の製造の
許可が必要となり、安全性の確認
検査用の火薬試料（新規がん具煙
火検査用試料）が全く製造できない
状況にある。

新規にがん具煙火として指定を受
ける際に、新規事業者あるいは火
薬類取扱保安責任者免状を有する
新規がん具煙火安全性確認検査 等一定の資格がある者が、安全性
用火薬試料の無許可消費
の確認のために火薬試料（新規が
ん具煙火検査用試料）を消費する
場合は、毎回一定量まで無許可で
消費できるようにしていただきたい。

経済産業省より新規のがん具煙火
として指定を受けるには、事業者が
火薬（新規のがん具煙火）を製造し
て安全性の確認検査を実施し、そ
の検査結果を経済産業省に提出し
なければならない。この安全性の確
認検査を行うためには都道府県知 火薬類取締法第２５条第１項
事より毎回、火薬の消費の許可を
受けなければならない。このため、
安全性の確認を行う毎に都道府県
知事に許可の申請作業を行わなけ
ればならず、安全性の確認検査（消
費）が容易に行えない状況にある。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

認可投資顧問業者は、投資顧問業
及び投資一任契約に係る業務を営
むにつき公益又は投資者保護のた
投資顧問業法第31
め支障を生ずることがないと認めら
条
れるものについて、内閣総理大臣
商品ファンド法第
の承認を受けたときは、他の業務を
33条等
営むことができる。
また、商品投資顧問業者は、兼業
に関して事後届出が必要。

国家公務員法等

国家公務員法等で再就職等に一定
の制限等が行われている。

平成１７年１２月１日の省令改正に
中小企業信用保険 より、純資産額が１億円以上３億円
法施行規則第８条 未満の中小企業者も対象として加
えたところ。

措置
の分
類

ｄ

ｄ

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

−

投資一任契約に係る業務を行う証
券投資顧問業者は、その他の資産
を運用することについて、公益又は
投資者保護のため支障がないと認
められれば、承認を受けて兼業とし
て運用することは可能であると考え
る。
また、商品投資顧問業者に関して
は、承認手続は必要なく、事後に届
け出ることにより、その他の資産を
運用することができる。

−

その他

省庁番号

管理コード

要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

z15013

金融庁・農林水 単一の企業（資産運用業者）によ
産省・経済産業 る、海外でManaged Futuresとよ
省
ばれる投資商品の運用解禁

職員の再就職については、職員の
有する知識・経験・能力等を踏ま
え、適材適所という観点から行われ
ている。指摘されている関係企業へ
の再就職については、既に国家公
務員法で、離職後２年以内に、その
離職前５年間に在職していた国の
機関と関係していた営利企業はの
再就職は禁止（人事院の承認を得
た場合にはこの限りでない）されて
おり、必要な対応は行われている。

z15014

全省庁

行政機関の役職退職者が，その
行政機関が管理監督権限を有す
る企業や関連団体に就職するこ
とを禁止する

5110

5110014

平成１７年６月２０日にとりまとめら
れた中小企業政策審議会基本政策
部会の報告や、これまでの要望も
踏まえて、今般省令改正を行い、特
定社債保証制度において、純資産
額が１億円以上３億円未満の中小
企業者も対象として加えたところ。
（平成１８年１月１０日施行）

z15015

経済産業省

信用保証協会による社債保証制
度（「特定社債保証制度」）の適債
基準の緩和

5116

5116010

5099

5099001

要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

A

現在、商品投資顧問業者が証券投
資顧問業の一任業務の許可を受
け、商品投資顧問業との兼業が認
められた場合でも、有価証券以外
の金融先物取引、外国為替等先物
取引の投資顧問・運用業務につい
単一の企業（資産運用業者）によ
て取扱いが明確化されていない。こ
る、海外でManaged Futuresとよ
れを認め、海外でＭａｎａｇｅｄ Ｆｕｔｕｒ
ばれる投資商品の運用解禁
ｅｓと呼ばれる投資商品の運用を可
能とすることを要望する。同時に、
現在検討されている投資サービス
法上の運用業者において、Ｍａｎａｇ
ｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓの運用を認めることを
要望する。

特定非営利活動法人「子ども
14
に無煙環境を」推進協議会

A

行政機関の役職退職者が，その
行政機関が管理監督権限を有す
る企業や関連団体に就職するこ
とを禁止する

社団法人 第二地方銀行協
会

A

信用保証協会による社債保証制
純資産額1億円以上3億円未満の中
度（「特定社債保証制度」）の適債
小企業等も対象として加える。
基準の緩和

オリックス株式会社

5/10

1

10

具体的事業の
実施内容

要望理由

従来、Ｍａｎａｇｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓを運用す
るためには、海外に資金を持ち出し
た上で海外の運用業者に委託しな
ければならなかったが、国内での運
用が可能になり、市場の活性化が
実現し、投資家のリスク分散も可能
となる。

これまでは本邦投資家がＭａｎａｇｅｄ
Ｆｕｔｕｒｅｓで運用しようとした場合、
海外に資金を持ち出して海外の業
者に運用させることとなっていた。本
要望が実現すれば、日本の法規制
に基づく商品ファンドとは異なり、運
用対象や金額等の比率・制限等が
ないＭａｎａｇｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓの運用委
託が可能となる。日本の場合は証
券投資顧問業と商品投資顧問業が
縦割り規制となっており、仮に両ラ
イセンスを取得しても、運用対象と
指定されていない先物取引で運用
できない。米国のような横断的な
ルールとして現在検討されている
「投資サービス法」上でＭａｎａｇｅｄ Ｆ
ｕｔｕｒｅｓの運用をみとめていただき
たい。

根拠法令等

行政機関（例えば財務省）の退職者
（役職の）が，その行政機関が管理
監督権限を有する企業や関連団体 行政と，管理監督される側は，天下
近年，最近も，天下りによる不祥事
（例えばＪＴやたばこ協会，販売組合 りなど人事を通して癒着の事例が
が多く見られることから，この禁止 人事院等の法令
など）に就職することは，天下りで 多くあるので，公平性と透明性のた
が行政改革上からも必須である。
あって癒着を生み，行政の公平性を めに，禁止が必要である。
損なうので，禁止することが必要で
ある。

地域金融機関の主要取引先である
中小企業や成長企業等において多 ・中小企業信用保険法第3条の９
様な資金調達が可能となり、地元企 ・中小企業信用保険法施行規則8条
業の成長・発展が期待できる。

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

平成１３年１２月より売掛債権担保
融資保証制度を利用する場合に限
り譲渡禁止特約の部分解除を実
施。
平成１６年７月より本省において、
利用目的を限定せず、譲渡対象者
を拡大する形で部分解除を実施。

ｄ

−

機械類信用保険については、平成
・中小企業金融公
15年4月1日を以って廃止されたとこ
庫法附則第７項
ろ。一方、機械類信用保険法廃止
・中小企業総合事
前の保険関係（以下「旧保険関
業団法及び機械類
係」）については、既に成立している
信用保険法の廃止
当該旧保険関係に係る具体的な私
等に関する法律附
人間の権利及び義務を保護する観
則第８条第１項
点から、引き続き中小企業金融公
・機械類信用保険
庫が保険金の支払及び回収金の回
法第３条の２、第８
収等の業務（機械保険経過業務）を
条２項、第９条第２
実施しているところ。
項、第１１条

認可投資顧問業者は、投資顧問業
及び投資一任契約に係る業務を営
むにつき公益又は投資者保護のた
投資顧問業法第31
め支障を生ずることがないと認めら
条
れるものについて、内閣総理大臣
商品ファンド法第
の承認を受けたときは、他の業務を
33条等
営むことができる。
また、商品投資顧問業者は、兼業
に関して事後届出が必要。

b

ｄ

-

−

措置の概要（対応策）

当省においては対応済み

被保険者の適切な債権の管理が担
保されることを前提として、債権譲
渡の可否を含め、適切な債権管理
の在り方、整理措置の導入等につ
き検討を行い、平成17年度内を目
途に具体的な措置内容につき結論
を得た上で、平成18年度内に措置
を行うこととする。

投資一任契約に係る業務を行う証
券投資顧問業者は、その他の資産
を運用することについて、公益又は
投資者保護のため支障がないと認
められれば、承認を受けて兼業とし
て運用することは可能であると考え
る。
また、商品投資顧問業者に関して
は、承認手続は必要なく、事後に届
け出ることにより、その他の資産を
運用することができる。

その他

省庁番号

管理コード

要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

z15016

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

5118

z15017

z15018

経済産業省

機械類信用保険付債権の譲渡の
容認

金融庁・農林水 単一の企業（資産運用業者）によ
産省・経済産業 る、海外でManaged Futuresとよ
省
ばれる投資商品の運用解禁

5118

5118

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5118006

5118007

5118027

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会
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要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

6

7

27

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

A

各省庁及び地方自治体において、
国・地方自治体向け金銭債権の 統一的かつ早急に債権譲渡禁止特
証券化に関する債権譲渡禁止特 約の解除の対象となる契約（リース
約の解除
契約等）及び譲渡対象者の拡大（特
定目的会社等）を望む。

本年6月に同要望を提出したが、各
省庁の対応が異なり、引き続き、統
一的かつ早急な対応が求められ
る。

A

機械類信用保険は、平成14年12
月、「中小企業総合事業団法及び
機械類信用保険法の廃止等に関す
る法律」が成立し、新規保険契約の
引受けが停止し、廃止が決定した。
廃止が決定しているにも拘らず、(1)
回収業務についての期限の明示が
ないことから、業務量は縮小するこ
とは見込まれるものの、業務効率化
機械類信用保険付債権の譲渡の
が阻害されている。(2)機械類信用
容認
保険付債権のサービサー等への譲
渡が容認されていないことから、信
用保険関係を終結させることができ
ず、不良債権を保有し続けなけれ
ばならず、管理コスト負担が大き
い。よって、機械類信用保険付債権
のサービサー等への譲渡を容認す
ることにより、業務効率化及び管理
コスト縮減を図る。

経済産業省からの回答では、「平成
17年度内を目途に具体的な措置内
容につき結論を得た上で、必要に応
じて平成18年度内に措置を行うこと
とする。」とのことであるが、不良債
・中小企業金融公庫法附則第7項・
権処理及び財務健全化を早期に実
不良債権処理の促進債権売却によ
中小企業総合事業団法及び機械類
現する為に、早急の対応を希望す
り回収した額の50％を回収金として
信用保険法の廃止等に関する法律
る。債権の譲渡が容認されていない
中小企業金融公庫に納付すること
附則第8条第1項・機械類信用保険
ことは、リース会社の不良債権処理
で、保険関係を終結させる。
法第3条の2、第8条第2項、第9条第
促進の大きな阻害要因となってい
2項、第11条
る。この取扱はサービサー法等債
権回収業務が法的にも認知され、
不良債権処理の有力な手段となっ
ている現実にそぐわないものと考え
る。

現在、商品投資顧問業者が商品投
資顧問業の一任業務の許可を受
け、商品投資顧問業との兼業が認
められた場合でも、有価証券以外
の金融先物取引、外国為替等先物
取引の投資顧問・運用業務につい
単一の企業（資産運用業者）によ
て取扱いが明確化されていない。こ
る、海外でManaged Futuresとよ
れを認め、海外でＭａｎａｇｅｄ Ｆｕｔｕｒ
ばれる投資商品の運用解禁
ｅｓと呼ばれる投資商品の運用を可
能とすることを要望する。同時に、
現在検討されている投資サービス
法上の運用業者において、Ｍａｎａｇ
ｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓの運用を認めることを
要望する。

これまでは本邦投資家がＭａｎａｇｅｄ
Ｆｕｔｕｒｅｓで運用しようとした場合、
海外に資金を持ち出して海外の業
者に運用させることとなっていた。本
要望が実現すれば、国内でＭａｎａｇ
ｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓの運用委託が可能とな
り、従来の投資商品と異なるＭａｎａ
ｇｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓへの投資が容易とな
り、投資家の分散投資効果を高め
ることができる。同時に、国内先物
市場の拡大、活性化が図れる。ま
た、日本の場合は証券投資顧問業
と商品投資顧問業が縦割り規制と
なっており、仮に両ライセンスを取
得しても、運用対象と指定されてい
ない先物取引で運用できない。米国
のような横断的なルールとして現在
検討されている「投資サービス法」
上でＭａｎａｇｅｄ Ｆｕｔｕｒｅｓの運用を
みとめていただきたい。

A

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

コンプライアンスの強化について
は、今年８月に経済産業大臣を本
部長とする監察本部を設け、綱紀
粛正に関する措置、予算執行に関
国家公務員法等
する監査の実施、職員の服務義務
違反や違法な会計処理に関する処
分の状況等について調査審議する
ことになっている。

①経済産業省の所
管する法令に係る
行政手続等におけ
る情報通信の技術
の利用に関する法
律施行規則（平成
１５年経済産業省
令第８号）
②関係行政機関が
所管する法令に係
る行政手続等にお
ける情報通信の技
術の利用に関する
法律施行規則（平
成１６年内閣府・総
務省・法務省・外務
省・財務省・文部科
学省・厚生労働省・
農林水産省・経済
産業省・国土交通
省・環境省令第１
号）

左記のオンライン化法令において
は、行政機関が特に定める場合を
除き、オンライン手続には電子署名
をし、電子証明書を添付することと
されている。また、各府省の汎用電
子申請システムは、一部例外的手
続を除き、オンライン化法令に沿っ
て電子署名をし、電子証明書が添
付されたオンライン申請等でなけれ
ば受け付けられないようになってい
る。このため、既に電子証明書を取
得している場合を除き、オンライン
による申請等を行おうとする者は、
新たに電子証明書を取得しなけれ
ばならない。

経済産業省は、既にモデル事業に
おいて電子申告の取り扱い件数に
ついても毎年度数値目標を設定し、
取り組んでいるところ。

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

ｄ

不正行為や非倫理行為の未然防
止については、監察本部の設置とも
に、服務や会計処理に関する相談
窓口(ヘルプライン)の創設や服務等
に関する職員へのヒアリングの実施
などを通じて行われている。また、コ
該当
ンプラインス意識の向上について
なし
は、今年度より、服務研修を抜本的
に強化するとともに、コンプラインス
に関するメールを発出するなどし
て、その意識の向上に全力で取りく
んでいるところであり、必要な対応
は行われている。

b

現在、
①オンライン手続を行った者を特定
すること 及び
②手続内容に改変が行われていな
いかどうかを確認すること
を目的とし、それらを達成するため
の現時点の最適な方法として、オン
ライン化法令上及び電子申請シス
テム上、ほぼすべての手続につい
て一律に電子署名・電子証明書を
求めている。
これが真に適切かどうかを、各手
続の性質等を十分念頭に置きつ
つ、オンライン化利用促進の観点か
ら改めて検討したい。
また、利用目標の設定、利用状況
の開示、電子申請システムを利用
する者の意見を適切に反映できる
仕組み作りについても、検討した
い。

d

Ⅲ

−

「制度の現状」のとおり既に対応済
み。

その他

省庁番号

z15019

z15020

z15021

管理コード

全省庁

全省庁

全省庁

要望事項
（事項名）

コンプライアンス監査システムの
導入

利用者サイドに立ったオンライン
手続きの見直しによる電子化促
進

モデル事業を活用しての電子政
府の推進

要望主
体
管理番
号

5120

5121

5121

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5120003

5121003

5121004

特定非営利活動法人
日本情報安全管理協会

日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構
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要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

3

3

4

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

B

コンプライアンスに関するアンケート
調査を各行政機関ごとに実施し、そ
の結果に基づいて客観的なコンプラ
公務員による不正行為や非倫理的 イアンスレベルを評価、コンプライア
コンプライアンス監査システムの 行為を未然に防止し公共サービス ンス研修を行うことによりコンプライ
導入
のレベルを高めるため、第三者機 アンスレベルを高める。このシステ
関による監査システムを導入する。 ムは問題があってからの対応では
なくコンプライアンス意識を高めるこ
とによる不祥事の予防システムであ
る。

昨今、公務員による不祥事露見が
頻発しているが、これを未然に防ぐ
ためには、何よりもコンプライアンス
意識を高めることにある。
なし
事後においては、監察組織による
対応ということになるが、このシステ
ムは少しでも未然に不正を防ぐこと
が目的である。

A

電子的な手続きを躊躇させる主因と
思われる現行の公的認証の取扱い
方法の根本的見直しが必要と考え
る。即ち、現在のように全ての手続
きに一律に公的認証を求めるやり
方ではなく、手続き毎にリスクの有
無ならびに軽重を十分吟味のうえ、
問題なしとされる手続きには公的認
証なしで簡易に手続きができるよう
な検討を早期にお願いしたい。もち
利用者サイドに立ったオンライン ろん情報保護の観点ならびにイン
手続きの見直しによる電子化促 ターネットという非対面での手続き
進
に伴なう必要な確認等の安全を十
分考慮したうえという条件付にはな
ろうが、これにより多くの利用者にと
りオンライン手続きが非常に身近な
ものとなり実利用の飛躍的な伸びに
つながるものと考える。また、年度
毎の利用目標を定め、実利用の推
移を利用者に還元すると共に、定期
的に利用者アンケートやパブリック
コメントを募り、一層の見直しを図る
仕組み作りの検討をいただきたい。

現在利用が進まないオンライン手続
きに幅広く利用者を呼び込むため
に、「簡易」に利用できる手続きへの
見直し・仕組み作りの検討が必要で
ある。そして、オンライン手続きの普
及が実現すれば同時に、手続き時
に発生する料金・手数料の電子収
納についてのニーズも高まり、申請
から納付までの一連の手続きが「ト
ランスポートレス（自宅から移動なし
に）」、「ペーパーレス（申請書なし
に）」、「キャッシュレス（現金のやり
とりなしに）」にて完了するという、行
政手続の電子化の目指す最終型へ
の実現に向けて大きな弾みがつくも
のと思料する。

A

モデル事業として運営している財務
省の国税電子申告・納税システム
（ｅ−Tax）、総務省の総合的なワン
ストップサービス整備事業（申請・届
出窓口の一括化・電子化）のように
各省庁の予算要求時等に既存の電
子申告・電子納付の取り扱い件数
についても年度ごとに目標値を明確
モデル事業を活用しての電子政
化しての計画立案と事後評価を確
府の推進
実に行って欲しい。すなわちモデル
事業を現行の予算編成を改革する
ための試行事例としてのみだけでな
く、電子政府の活性化のためにも幅
広く活用して取扱い対象の多い電
子申告・電子納付の項目について
は適用することを検討いただきた
い。

根拠法令等

その他
（特記事項）

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

弁理士法

制度の現状

労働者派遣は、労働者派遣事業者
が派遣弁理士との間の雇用契約に
基づく指揮命令を通じて実質的に
弁理士業務を行うこととなるため、
弁理士法７５条で定めている業務
（独占業務）については、同条に抵
触すると考えられる。

措置
の分
類

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

Ⅰ

弁理士法は、厳格な資格要件を
課し、職務の誠実適正な執行のた
めの能力的・倫理的担保のされた
弁理士（又は特許業務法人）だけ
が、弁理士業務を行うことができる
旨規定している。要望の弁理士の
独占業務にかかる派遣について
は、派遣事業者は、弁理士を派遣
すること自体により、同じ弁理士を
ライバル企業を扱う複数の特許事
務所や特許業務法人へ派遣したり
（利益相反）、扱う技術内容からみ
て必ずしも適切でない弁理士を派
遣させる等の問題（信用保持義務
違背）が生じるおそれがあり、認め
ることは適切ではない。
なお、弁理士の業務のうち、代理
業務については、弁理士本人が依
頼者から業務の委託を受けて当該
弁理士本人の名において行う業務
である（当該業務については指揮命
令を受けることがない）ことから、そ
もそも労働者派遣の対象とはならな
い業務である。

「有害廃棄物の国
境を越える移動及
びその処分の規制
に関するバーゼル
条約」
「特定有害廃棄物
等の輸出入等の規
制に関する法律」
第2条第1項、第8
条
外国為替及び外国
貿易法第52条
輸入貿易管理令第
3条第1項、第4条
第1項第3号
輸入割当てを受け
るべき貨物の品
目、輸入について
の許可を受けるべ
き貨物の原産地ま
たは船積地域その
他貨物の輸入につ
いて必要な事項の
公表を行う等の件
（昭四一・四通告百
七十）

バーゼル条約において、締約国間
で規制対象物となる有害廃棄物等
の輸出を行う場合には、輸出国は
輸入国又は通過国への事前通告
及びその同意取得が義務付けられ
ている。また、同条約の国内法とな
るバーゼル法においても、規制対
象物となる特定有害廃棄物等を我
が国に輸入する際には、輸入者に
対して外為法に基づく輸入承認の
取得が課せられている。
一方、ＥＵやＯＥＣＤ諸国ではバー
ゼル条約とは別に独自の取り決め
を定めており、関係国間の取引きに
おいてはこの取り決めが適用され
る。
ただし、ＯＥＣＤ理事会決議では規
制対象物がバーゼル条約と若干異
なるものの、上記のような手続きは
同じように必要となる。

C

「石油コンビナートに係る保安四法
高圧ガス保安法 の合理化・整合化促進に関する実
ｃ
務者検討委員会」における検討結
（一部
石油コンビナート 果を踏まえて、申請書類の共通化、
はｄ）
等災害防止法 検討結果の相互活用等の様々な措
置を講じている。

-

−

・バーゼル規制の輸入承認の審査においては、特
定有害廃棄物等が我が国において適正処理される
ことが確実かどうかをチェックしており、輸入される
特定有害廃棄物等が我が国から輸出された製品あ
るいは原料から生じたことをもって、我が国におい
て適正処理されるとは言えず、手続きを簡素化する
理由にはならない。またバーゼル条約上、「わが国
における製造・販売・輸出事業者が明確である材
料・部品が、輸出国で使用された後に発生した特定
有害物質含有物であって、わが国においてリサイク
ル目的で適正処理することが確実なもの」に関して
手続きの除外等を認めているわけではなく、日本は
バーゼル条約の締約国である以上、有害廃棄物等
の輸出入に関して条約上の手続きを適正に履行す
る義務を負うため、我が国の判断でバーゼル条約
の規制対象物の輸出入手続きを任意に簡素化する
ことはできない。
・一方、バーゼル条約とは別に、二国間又は包括的
な協定による実施も考えられるが、アジアにおいて
は協定を締結する相手国のほとんどが途上国とな
るなどＯＥＣＤの場合とは異なる点もあり、まずは、
同国の状況を踏まえつつ課題の整理を行っていく
必要がある。
・経済産業省では、昨年の「持続可能なアジア循環
型経済社会圏の実現に向けて」の報告書を踏まえ、
アジア域内での環境汚染の防止及び資源有効利用
の促進のため、①アジア地域へのリサイクル技術
の協力、②アジア各国で処理が困難な物であって、
我が国で対応可能なものについては受け入れを推
進していきたい。また、トレーサビリティの確保につ
いては、我が国から輸出される循環資源が輸入国
において適正に処理されるよう、トレーサビリティを
確保するための要件、具体的な手法等について調
査を今年度行っているところ。
・行政手続きに要する期間の問題に対しては、輸入
承認においては一度の承認で最長１年間の継続的
な包括承認が可能となっている。また、輸入承認と
は別に輸入の都度、当省の輸入移動書類の交付が
必要であるが、本年度より交付手続きの際、輸出国
発効の移動書類を写しで先行して審査できることと
しており交付期間の短縮化に努力しているところ。
・なお、リサイクルなど適正処理する目的で、我が国
に輸入され、高度な技術とインフラを有する我が国
国内の施設で処理を行う場合には、可能な範囲内
で迅速な対応がなされるよう努めて参りたい。

保安四法については、各法令の趣旨目的等が異
なることから、これらの法規制を一本化することは
困難である。
また、保安四法を一本化しないまでも、従来から
重複検査の排除などの各法令における運用の合理
化・整合化を進めており、平成１２年１１月の「石油
コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進
に関する実務者検討委員会」の最終報告に基づ
き、重複・類似する各種申請・届出書類の共通化等
の措置を講じているところである。
具体的に要望がある諸点に関して、高圧ガス保安
法については以下のとおりである。
・改造・増設を伴わない変更（維持補修等）について
は、高圧ガス保安法第１４条の規定により許認可を
必要とせず事後届出のみで良い。
・設備設置・変更の許認可制から規定遵守状況を
適宜確認する制度への移行については、設置・変
更について事前に安全性の審査がなされていない
高圧ガスを扱う設備が存在することとなり、保安確
保ができないため認められない。
・法令の性能規定化や民間規格の積極的活用につ
いては、既に取組を行っているところ。
・国際整合性のとれた保安規制の整備については、
既に法令に米国機械学会（ＡＳＭＥ）の規格をベー
スとした基準の取り入れを行っているところ。

その他

省庁番号

管理コード

要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

要望事項
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

公認会計士法第47条の２
弁護士法第72条

z15022

金融庁・総務
省・法務省・財
務省・厚生労働
省・経済産業省

士業者派遣の解禁

5144

5144001

(社)日本経済団体連合会

1

A

士業者派遣の解禁

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

企業再生やM&A等が頻繁に発生
する中で、企業は短期限定的に弁
護士や会計士、中小企業診断士や
社労士といった専門家やその補助
者といった人材を集中的に必要とす
るケースが多くなっており、こうした
現場に相応しいプロフェッショナルを
供給しうるよう、各種士業者の労働
者派遣・紹介を認めるべきである。

司法書士法第73条第1項
土地家屋調査士法第68条第1項
税理士法第52条
社会保険労務士法第27条
行政書士法第19条

弁護士、外国法事務弁護士、司法
書士、土地家屋調査士、公認会計
士、税理士、弁理士、社会保険労務
士及び行政書士の業務について
は、資格者個人がそれぞれ業務の
委託を受けて当該業務を行う（当該
業務については指揮命令を受ける
ことがない）ことから、労働者派遣の
対象とされていない。
弁理士及び公認会計士に関して
は全国規模で2005年度に措置がな
されるところであるが、対象範囲は
非独占業務に限定されている。

弁理士法第75条

z15023

z15024

アジアの資源循環に資する特定
経済産業省・環
有害物質含有物の輸入手続の緩
境省
和

総務省・厚生労
働省・経済産業
省

保安法令の重複適用の排除

5144

5144

5144042

5144047

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会
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47

A

（要望理由）
その他（特記事項）に掲げたもの
は、アジアの諸外国で処理をしよう
とすると廃棄物となってしまうが、わ
わが国における製造・販売・輸出
が国は高いリサイクル技術を有して
事業者が明確である材料・部品が、
いることから、わが国に逆輸入でき
輸出国で使用された後に発生した
れば、資源として有効に活用でき
特定有害物質含有物であって、わ
る。しかし、これらの有価物は市況
アジアの資源循環に資する特定 が国においてリサイクル目的で適正
の変動が激しいため、行政手続に
有害物質含有物の輸入手続の緩 処理することが確実にできるものに
多大な時間がかかってしまうと、ビ
和
ついては、二国間あるいは包括的
ジネスとして成り立たなくなり、資源
な協定を結ぶなどして、アジア圏に
の再利用ができない。
おいても、ＯＥＣＤ加盟国間と同等の
ちなみに、EU圏では、特定有害物
手続きで資源循環を図ることができ
質を含有したものであっても、バー
るようにすべきである。
ゼル条約よりＯＥＣＤ理事会決議が
優先され、廃棄物の再資源化循環
目的の輸出入が行われている。
（右欄へ続く）

A

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 （要望理由）
用を排除すべきである。
コンビナート事業所の機器、設備
少なくとも、さらなる合理化、整合 は全体で一つのシステムとして機能
化に向けた措置として、機器・設備 しており、保安諸法はそれぞれ異な
に適用される適用法令を装置ごとに る目的と対象を有するものの、現状
一括して適用することとすべきであ の規制はプラント全体の総合的な
る。
保安確保の目的には必ずしもそぐ
第一段階として、例えば改造・増 わないものとなっている。例えば、
設を伴わない変更（維持補修等）に 石油精製、石油化学のプロセスは、
ついては、法令の重複適用を解消 貯蔵タンクを除きほとんどが気液混
すべきである。
合の、大気圧を超える状態であるた
また、高度の保安管理体制の確 め、消防法、高圧ガス保安法または
立を前提として、以下の点につき検 労働安全衛生法が複数適用され、
討すべきである。
許可申請、完成検査（落成検査）、
・設備設置・変更の許認可制（事前 検査記録の作成・保存等において、
審査型規制）から規定遵守状況を 重複して行うことになっている。（高
適宜確認する方法（実行監視型保 圧ガス保安法と労働安全衛星法は
安規制）への移行
運用上、適用区分されている。（右
・技術的事項（設備設置、検査等） 欄へ続く）
について法令の性能規定化の下、
民間企画の積極的活用
・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

（左欄より続く）
一方、アジア圏では、ＯＥＣＤ加盟
国が日本と韓国だけであるため、こ
うした取り組みが進んでいないが、
本年４月に日本で開催された３Ｒイ
ニシアティブ閣僚会議において、ア
ジア圏における資源循環体制づくり
の必要性が認識されたところであ
る。この一環として、わが国にできる 特定有害廃棄物等の輸出入等の規
ことは、他国への再資源化技術の 制に関する法律(バーゼル法)
供与等が考えられるものの、海外へ
の技術移転については、現地国の
規制や経済状態等の条件を克服す
る必要がある。そこで、比較的実現
性の高い施策として、輸入に関する
規制を緩和することで、アジア圏に
おける資源循環・再利用の促進と発
展に大きく寄与できる。

(左欄より続く）
しかし、こうした有価物を含む特定
有害物質含有物をリサイクル目的
で日本に逆輸入しようとする場合、
いわゆるバーゼル法の適用を受け
るために、行政手続等に例えば２ヶ
月以上かかるなど、多大な時間を
要してしまう。
※生産活動後に発生する有価物を
含むものとして、例えば下記があ
る。
プロダクト・スクラップ、使用後の
めっき材料等、製造工程での金属
付着物、使用済触媒、めっき液等

（左欄より続き）
「石油コンビナートに係る保安４法
の合理化・整合化促進に関する実
務者委員会」では、保安四法の重
複適用を排除し、整合化等合理化
を進めるとしているが、法改正を伴
う抜本的な合理化は検討されてい
ない。申請・届出書類の様式統一に
止まらない合理化を実施すべきで
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。

石油コンビナートに適用される保
安諸規制は、法ごとに異なる省庁が
所管することから、技術基準、申請・
立会要件等が異なり、重複規制を
受けることとなっている。
例えば、大気圧以上の機器につ
いて、消防法では「圧力タンク」、高
圧ガス保安法では「ガス設備、高圧
ガス製造設備」、労働安全衛生法で
は「圧力容器」と、異なる名称で規
制され、装置を構成する一つひとつ
の機器・設備までが複数の法令に
より重複して規制されている。
こうした規制の重複は、技術基準
の性能規定化を推進する上で妨げ
となっているほか、事業者は、基準
の解釈と整合性の確保、申請手続
き、検査への対応等、多大な負担を
強いられることとなっている。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害防止法

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

制度の現状

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器の再検査は、車両の車検に合わ
せた再検査の実施を可能とするた
容器保安規則第２
め、初回は容器検査の合格日の刻
４条第１項
印の日付の前日から起算して４年
以内、２回目以降は２年１月以内に
行うことにしている。

一般高圧ガス保安
規則第２条第１項
毒性ガスの定義として、じょ限量（許
第２号及びコンビ
容濃度）が百万分の２００以下のも
ナート等保安規則
のとしている。
第２条第１項第２
号

容器の再検査を受けたことのない
ものについては、容器検査合格月
の前月の末日（内容積４千㍑以上
の容器等については、容器検査合
格日の前日）、容器再検査を受けた
容器保安規則第２ ことのあるものについては容器再検
４条第１項
査合格月の前月の末日（内容積４
千㍑以上の容器等については、容
器再検査合格日の前日）を起算日
として容器の再検査の期間を定め
ている。

措置
の分
類

d

e

e

措置
の内
容

-

-

-

措置の概要（対応策）

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器は、容器検査の合格日の刻印の
日付より１年以内に車両に搭載し、
かつ、車両の初度登録を行えば、
最初の容器再検査（容器に刻印さ
れた日付から４年以内）を、乗用車
の最初の車検（３年）に合わせるこ
とができる。したがって、現行制度
下においても容器検査の受検日を
調節することにより、要望内容を実
現することは可能である。

輸送の際の毒性の評価は、急性毒性でよいが、製造、販売、移動（輸
送等）、消費、廃棄といった高圧ガスのライフサイクル全般にわたって規
制することを目的としている高圧ガス保安法においては、１回の吸入等
の暴露による毒性だけでなく、継続的な吸入等の暴露による毒性（慢性
毒性）をも踏まえる必要がある。ＧＨＳにおいても、急性毒性だけでなく、
慢性毒性等の毒性をも指標としている。
具体的には、以下のとおり。
基本的に漏洩させることがない輸送段階での安全確保を念頭において
いる「危険物の輸送に関する国連勧告」においては、毒性の評価として
ラット等の半数致死量であるLC50やLD50による評価を採用されている。
しかしながら、高圧ガス保安法は、輸送だけでなく、製造、販売、消費、
廃棄等高圧ガスのライフサイクル全般にわたって規制することを目的とし
ており、各工程に毎日従事する労働者、消費者、周辺住民等の健康を考
慮すれば、輸送の安全の確保を目的として使用されている毒性の基準
であるLC50等の半数致死量のみを毒性の定義のための指標として使用
するのは適切ではなく、これに加え、反復暴露による特異的な非致死性
の標的臓器又は全身への毒性等の慢性毒性、及び単回暴露による特
異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性をも踏まえなければ、高
圧ガスの取扱全般にわたっての安全を確保することはできない。このた
め、管理が容易に行えるよう毒性を網羅的に反映した許容濃度（じょ限
量）により毒性を定義している。
同様に化学品の輸送段階だけでなく、その他の作業現場や消費部門
における表示（安全データシートを含む）の世界調和を目的としたＧＨＳ
（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）においても、「毒
性」として、LC50やLD50により評価する急性毒性だけでなく、反復暴露
による特異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性等の慢性毒
性、単回暴露による特異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性
等についても分類を定めており、今後、毒性の考え方をさらに拡大する
よう検討が進められているところ。（このように、本件に係る要望の主要
な要望理由の一つである①で挙げられている「GHSに関するガイドライン
においては、『毒性』を『急性毒性：LC50の濃度』で定めている」というの
は、事実誤認である。）
加えて、高圧ガス保安法における「じょ限量」は、基本的に米国の
ACGIHの閾値を用いている。これは、労働安全衛生の見知から各種毒
性のデータを総合的に評価して定められ、米国を始め規制に利用されてい
なお、ACGIHでは、慢性毒性を管理するためのじょ限量であるTWAと急性
上記のとおり、要望理由について、全体として事実誤認であるといえる。

容器検査又は容器再検査の有効
期間の満期日は有効期限到来月
の末日であり、同日まで高圧ガスの
充てんを行うことは可能である（そ
の他欄の例示の場合、２００５年４
月３０日までの充てんが可能とな
る）。

その他

省庁番号

z15025

z15026

z15027

管理コード

経済産業省

経済産業省

経済産業省

要望事項
（事項名）

圧縮天然ガス自動車燃料装置用
容器の再検査期間の見直し

毒性ガスの定義の見直し【新規】

高圧ガス容器の再検査期間にお
ける起算日の見直し【新規】

要望主
体
管理番
号

5144

5144

5144

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5144055

5144056

5144057

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会

(社)日本経済団体連合会
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要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

55

56

57

A

A

A

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

（要望理由）
ＣＮＧ容器の再検査は、車載で行
うことが可能であり、通常車検時に
実施される。初回の容器再検査期
間は刻印（製造）から４年であるが、
初回車検が３年の車両について
は、容器の車載が１年以上を要した
場合には、再検査時期が初回車検
圧縮天然ガス自動車燃料装置用 ＣＮＧ容器再検査の起算日を車両
より早くなるため、車検と容器再検
容器の再検査期間の見直し の初度登録日とすべきである。
査を一致させることが出来ない。自
動車メーカーはユーザーの利便性
を考慮して、車検に合わなくなったＣ
ＮＧ容器を敬遠するため、容器メー
カーは当該ＣＮＧ容器を廃棄するか
または、価格を大幅に下げて販売し
ている。
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
実際に廃棄される容器はメーカー
により異なるが、全容器の５％〜
10％に上り、価格ダウンを余儀なく 容器保安規則第24条
される容器も数10％になる。この事
は大きな無駄を生み、コストダウン
の障害にもなっている。

圧縮天然ガス自動車燃料装置用
高圧ガス容器（以下、ＣＮＧ容器）は
高圧ガス保安法の適用を受けてお
り、容器再検査の初回は４年以内
で、以降２年１月以内に再検査を受
けることが義務付けられている。

（要望理由）
①「毒性」の定義はそもそもその物
質の有する「本質的な危険有害性」
に基づくべきものである。今般、
GHS国連勧告をベースとした体系で
世界的な調和を取る方向が確立し
一般高圧ガス保安規則第２条で ているが、このなかでは「毒性」の定
の「毒性」の定義を見直し、現在の 義は急性毒性を基本的な指標とし
「じょ限量」を基準としたものから、 て用いて、「毒性」かどうかの判断根
毒性ガスの定義の見直し【新規】
国連勧告であるGHSの世界的調和 拠としている。
に沿う内容である急性毒性を基準と ②現在のわが国での該法的規則で
したものに変更すべきである。
の定義はこれと異なり、本質的な
「危険有害性」としての「急性毒性」
ではなく、労働作業者がある一定時
間暴露した場合の環境管理指標で
ある「じょ限量」をその判断の根拠と
している。
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
③またこの「じょ限量」の基準とされ
る米国産業衛生専門家会議：
ACGIHからの勧告値は、ACGIH自ら
この値を労働衛生の分野に限定し
て利用すべきと明示しており、急性
毒性とは異なった種々の要素を考
慮して、概して低く設定されているの
で毒性の定義にはそぐわない。
④一方わが国においても上記GHS
での動きに適切に対応する事は既
定の事実であると考えられる。
一般高圧ガス保安規則第２条
⑤ガスの危険有害性情報(原因）と
作業環境での暴露の管理（措置）と
いう全く異なる2つの管理すべき要
素を明確に区分し本来の危険有害
性に基づき「毒性」の定義を行うべ
きである。
⑥国際貿易において流通している
同一のガスの危険性表示が異なる
事は安全上適切ではない。
⑦世界的に異例な「毒性」の定義を
今後も継続していく事は妥当ではな
い。

一般高圧ガス保安規則第２条に
は現在の高圧ガスの「毒性」として
の定義が定められている。これによ
れば「毒性ガス」とは、掲名される33
種のほかに「じょ限量が200ppm以
下のもの」と定められている。一方
国連での危険物輸送およびGHSに
関するガイドラインにおいては、「毒
性」を「急性毒性：LC50の濃度」で定
めている。さらに世界的に見ても「毒
性」の定義をガスの危険有害性とは
直接関係しない「じょ限量」で定めて
いる例はない。

容器保安規則の該当部分を下記
のように改正すべきである。
容器再検査期間の起算日を、容
器再検査合格年月の「前月の末日」
高圧ガス容器の再検査期間にお から「当月の初日」に変更すべきで
ける起算日の見直し【新規】
ある。4,000リットル以上の容器に
あっては、容器再検査期間の起算
日を容器再検査合格年月日の「前
日」から「当日」に変更すべきであ
る。

高圧ガス容器の検査周期の管理
は、コンピュータで行うのが通例で
あり、一般的には月単位で管理して
いる。現行法に基づく「検査合格月
の前月の末日」を起算日とする方法
では、月の最終日は常に期限切れ
となるため、別途管理システムの変 容器保安規則第24条
更を行わなければならないことに加
えて、容器の使用期間が実質的に
１月近く短くなる。
また、現行法の条文解釈は難解で
あるため、誤った運用を行うおそれ
がある。

高圧ガス容器は製造後,容器検査
及び経過年数に応じて容器再検査
が必要とされている。
この再検査の起算日は容器検査
合格月の前月の末日と規定されて
いる。
例えば、容器保安規則では、2000
年5月に容器検査に合格した容器
が５年周期である場合、前月の末
日は2000年４月30日であるから、５
年後は2005年４月29日となり、４月
30日は実際は５年未満にもかかわ
らず、５年を経過しているとの判定と
なり、この日は充てんできない。

「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧

該当法令

一般高圧ガス保安
規則第２条第１項
第２号及びコンビ
ナート等保安規則
第２条第１項第２
号

制度の現状

措置
の分
類

毒性ガスの定義として、じょ限量（許
容濃度）が百万分の２００以下のも
のとしており、許容濃度が５０ppmで
ある亜酸化窒素も毒性ガスに位置
づけられている。

e

独立行政法人中小企業基盤整
備機構法第15条第１項第2号に基
ー
づき中小企業基盤整備機構が実
施

なし

特になし

一事業であって制度ではない

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

-

亜酸化窒素は、妊娠中の人への反復暴露により流産や骨格異常等の
生殖発生毒性等の毒性があり、「人体に対して毒性がない」とは、事実
誤認。
具体的には、以下のとおり。
亜酸化窒素は、妊娠中のラットへの反復暴露により流産骨格異常等の
生殖発生毒性が認められており、これにより米国のACGIHにおいて許容
濃度が５０ppmに定められたものである。また、ビタミンB12の不活性化に
より神経障害等を起こす毒性があることも知られている。このように亜酸
化窒素は、毒性物質であり、要望理由の①〜③で記述されている「亜酸
化窒素は、毒性ガスでない」とする考えは事実誤認である。
なお、基本的に漏洩させることがない輸送段階での安全確保を念頭に
おいている「危険物の輸送に関する国連勧告」においては、毒性の評価
としてラット等の半数致死量であるLC50やLD50による評価を採用してい
る。
しかしながら、高圧ガス保安法は、輸送だけでなく、製造、販売、消費、
廃棄等高圧ガスのライフサイクル全般にわたって規制することを目的とし
ており、各工程に毎日従事する労働者、消費者、周辺住民等の健康を考
慮すれば、輸送の安全の確保を目的として使用されている毒性の基準
であるLC50等の半数致死量のみを毒性の定義のための指標として使用
するのは適切ではなく、これに加え、反復暴露による特異的な非致死性
の標的臓器又は全身への毒性等の慢性毒性、及び単回暴露による特
異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性をも踏まえなければ、高
圧ガスの取扱全般にわたっての安全を確保することはできない。このた
め、管理が容易に行えるよう毒性を網羅的に反映した許容濃度（じょ限
量）により毒性を定義している。
同様に化学品の輸送段階だけでなく、その他の作業現場や消費部門
における表示（安全データシートを含む）の世界調和を目的としたＧＨＳ
（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）においても、「毒
性」として、LC50やLD50により評価する急性毒性だけでなく、反復暴露
による特異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性等の慢性毒
性、単回暴露による特異的な非致死性の標的臓器又は全身への毒性
等についても分類を定めており、今後、毒性の考え方をさらに拡大する
よう検討が進められているところ。このように、高圧ガス保安法で定める
毒性ガスの定義として④のように急性毒性のみにより評価している国連
危険物輸送の評価基準を用いるのは適切ではない。
また、⑤のホイップクリーム用の亜酸化窒素については、毒性はあるが
場合には、人が摂取する量が僅かであることから、安全性に懸念がないと
として認められたものではない。

なし

e

別途、規制改革・民間開放推進会
議事務局と議論中。

当該事業は、すでに民間により実
施されており、官業の民間開放のた
めの市場化テストの対象外である。
他方、当該団体が当省から受託し
該当 ている事業に関し、それらの事業の
無し 中で他の民間主体でも実施可能な
ものについて、そのような主体にも
委ねられるよう、競争的手法による
契約の導入などを検討していく。

その他

省庁番号

z15028

z15029

z15030

管理コード

経済産業省

経済産業省

経済産業省

要望事項
（事項名）

亜酸化窒素(Ｎ₂Ｏ）の毒性ガスとし
ての定義の見直し【新規】

中小企業大学校における人材育
成支援事業

特許庁出願適正化等指導事業

要望主
体
管理番
号

5144

5147

5147

グ
要望事項 分割 ルー
要望主体名
管理番号 番号 プ化
番号

5144058

5147009

5147010

(社)日本経済団体連合会

民間企業

民間企業
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要望
種別
要望 （規
事項 制改
番号 革A/
民間
開放

58

9

10

A

B

B

要望事項
（事項名）

2005/12/2613:13

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

一般高圧ガス保安規則第２条に
は現在の高圧ガスの「毒性」として
の定義が定められている。これによ
れば「毒性ガス」とは、掲名される33
種のほかに、「じょ限量が200ppm以
下のもの」と定められている。また
じょ限量の値は「米国産業衛生専門
家会議：ＡＣＧＩＨの勧告値によるとさ
れている。亜酸化窒素（Ｎ₂Ｏ）は
ACGIHによれば、じょ限量が50ppm
とされているため「毒性ガス」である
と判定されている。この結果高濃度
(70〜80%）で麻酔ガスとして医療現
場で広範に使用されていたり、欧米
では食品用および化粧品用として
幅広く利用されているにも拘わら
ず、国内では限定された範囲の利
用に留まっている。またこの状況は
海外からは奇異な規制であると取ら
れる事もある。

（要望理由）
①医療用麻酔剤として直接人体に
広範に使用されてきて、何の問題も
ないことはこれまでの実績が示して
亜酸化窒素は「毒性ガス」ではな いる。
亜酸化窒素(Ｎ₂Ｏ）の毒性ガスとし
いと明確に定め、これに合わせて必 ②また一般的に亜酸化窒素が毒性
ての定義の見直し【新規】
要な法改正を行うべきである。
であるとは思われていない。
③欧州および米国において亜酸化
窒素は毒性ガスとして取り扱われて
いない。
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
④国連危険物輸送に関するモデル
規則においても亜酸化窒素は毒性
ガスとして分類されてはいない。
⑤欧米等においては、食品用の亜
酸化窒素の利用は極めて以前から
行われているのが現状である。最
近わが国においても食品としてのホ 一般高圧ガス保安規則第２条
イップクリーム用に亜酸化窒素を用
いる事が認められ、これに伴い保安
法の適切な改正がされる予定であ
る。
⑥これらの状況から総合的に判断
して、Ｎ₂Ｏを毒性ガスとして取り扱う
のは不適切である。

現在、独立行政法人中小企業基盤
中小企業大学校における人材育 整理機構が実施している「中小企業 民間教育機関のノウハウを活かし
成支援事業
大学校における人材育成支援事
た人材育成事業
業」を市場化テストの対象とする

都道府県では行うことが困難な人
材育成に関する業務は、独立行政
法人中小企業基盤整備機構法第１
５条の規定に基づき、当該法人が
行うこととされている。
しかし、当該法人が所管する中小企
業大学校において現在実施してい
る研修は、女性リーダーの養成や、
営業スキルの養成、財務力強化、
‐
中小企業診断士試験対策など、民
間企業においても十分実施可能な
ものであり、類似サービスを提供す
る民業を圧迫している。
平成１３年の特殊法人改革におい
ても当該法人は廃止を含めて見直
すとの結論が得られており、市場化
テストの対象とすることに問題は無
いと考える。

‐

本事業は、中小企業等向けに特許
普及講座や相談会を実施するもの
である。現在当該事業は「高度かつ
専門的な知見等を必要とする」とい
う理由から、発明協会へ随意契約
現在、社団法人発明協会が受託、
によって委託されている。しかし、右
実施している「特許庁の出願適正化 弁理士や弁理士法人を活用した出
特許庁出願適正化等指導事業
事業は民間の弁理士や弁理士法人 ‐
等指導事業」を市場化テストの対象 願適正化等指導事業の実現
でも充分実施可能なものである。
とする
よって本事業を独占的に発明協会
のみに委託するのではなく、競争を
通じて、より効率的で質の高いサー
ビスの提供が可能と判断された主
体に委託すべきである。

‐

