「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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

c

c

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。
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要望理由

根拠法令等

A

循環型社会への取り組みは日本だけで
なく、全世界で取り組まなければなりま
せん。 弊社では「分ければ資源」を
キーワードにし、家電及びプラスチック
の分別を行っております。
特に
プラスチックは、正しく分別すれば何度
でも利用することができます。
しかし、プラスチックの種類は多く、また
機械を用いた分別は大変困難です。
よって、分別者の知識は勿論のこと、視
研修・技能実
現在の６２職種を拡大いただき、リサイ 古紙、金属類、プラスチックなどのリサイ 覚や嗅覚、触覚、さらには聴覚を用いて
出入国及び難民認定法
習制度の業
プラスチックの分別を行っております。
クル業も指定業種に入れてほしい。
クル事業
種拡大
分別を行った後、破砕などの工程を行
い、再生ペレットを生産することにより、
プラスチックのリサイクルが完了いたし
ます。
これらの知識や技術を
習得するためには、３年間の研修を行
わなければならないと考えております。
研修及び実習が完了した暁には、循環
型社会を構築するための人材として日
本のみならず世界規模で必要となる人
材になると思われます。

A

技能実習制
現行６２指定業種を大幅に増やして欲し
度の対象職
い。
種拡大

現行制度では、対象が６２に限定されて
おり、これ以外の業種に属する数多の
企業からの要望に応えられません。具
体的には、農業、林業、水産業、サービ
ス業（例えばホテル）、ガラス製造、発泡
スチロール成形、自動車の整備等裾野
分野の広大な自動車関連部門、クリー
ニング業、化学工業及び既存以外の食
品加工の製造等があげられます。若者
の職業観と価値観が大きく変化してお 出入国及び難民認定法
り、新卒でも、ハローワークでも長続き
せず、すぐ離職してしまう。折角指導教
育しても、ものになる前に辞めてしまい、
技術が移転できず、無駄が多い。この
解決には、職種を拡大し間口を広げる
のが一番効果があると考え要望しま
す。一方、研修制度の枠は崩さぬよう、
新職種に対応する検定試験の創設をす
る必要があります。

技能研修制 食品製造関係（６職種１１作業）に低温
度の職種、 冷凍食肉、食品加工、包装作業を指定
作業の拡大 業種に入れて欲しい。

若年労働者の確保が困難であり技術移
転、継続の人的確保が食品加工部門の
重要課題となっております。研修制度の
採用を検討しましたが研修生受け入れ
対象職種、作業に合致していませんでし
た。是非共指定職種、作業に追加して 難民法
頂くことを要望します。採用ができたら
技術移転、国際貢献に寄与出来ると確
信しております。是非食肉加工製造を指
定職種に追加して頂くことを要望いたし
ます。

技能実習制 機械金属関係の金属プレス加工で鋼管
度の業種拡 引き抜き作業を指定職種、作業に入れ
大
て欲しい。

若年労働者の確保が困難であり技術移
転、継続の人的確保が製造部門の重要
課題となっております。研修技能実習制
度の採用を検討しましたが実習生移行
試験で対象職種、作業に合致していま 難民法
せんでした。是非共指定職種、作業に
追加して頂くことを要望します。研修制
度で採用できましたら技術移転、国際貢
献に寄与出来ると確信しております。

A

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

c

c

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

管理コード 所管省庁

z05001

要望事項
（事項名）

外国人研
警察庁・法
修生・技能
務省・厚生
実習制度
労働省
について

z05001

警察庁・法 研修実習
務省・厚生 制度の職
労働省 種の拡大

z05001

警察庁・法 研修実習
務省・厚生 制度の職
労働省 種の拡大

z05002

技能実習
警察庁・法
修了生の
務省・外務
国内での
省・厚生労
就労の途
働省
を開放

要望主体
管理番号

5061

5139

5139

5074

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

ゴウダ株式
G16 会社関東工
場

5061002

5139001

G16 民間企業

5139002

G16 民間企業

5074002

株式会社ス
タッフサービ
G17
ス・ホール
ディングス

2/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

2

1

2

2

2006/1/1814:43

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

A

外国人研修
生・技能実習
制度につい
て

技能実習移行職種の増加：現行では限
られた職種のみ技能実習移行が可能に
なっているが、その対象となる職種を増
やして貰いたい

A

パソコン、テレビなどに使用されるフラッ
トパネルディスプレーは飛躍的に世界需
要が拡大しています。特殊機能フィルム
特殊機能フィルムの加工製造業（特殊
はフラットパネルディスプレーに不可欠
研修実習制
特殊機能フィルムの加工製造業を対象 フィルムに特殊機能性樹脂を塗布・塗装
な部材です。また、その加工技術は他 難民法
度の職種の
職種に追加していただきたい
し乾燥、加工、検品までの一連の製造
の分野での活用も期待でき、今後発展
拡大
作業）
を目指す、国、地域にとっては産業の裾
野の拡大のために有益な分野であると
確信します。

A

研修実習制
食用加工油脂製造作業を対象職種に
度の職種の
追加していただきたい
拡大

A

現行制度では、3年で帰国しなければな
認定資格取得のための支援（教育・情
技能実習修
らないが、一定水準以上の技能を習得
報提供）を行うとともに、制度の積極的
了生の国内
（公的機関等の一定の資格を取得）した
な活用を実習生・受入企業双方に促
での就労の
者に対しては、滞在資格を付与し引き
す。
途を開放
続き国内において就労可能とする。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

研修生受け入れの成果を受けて、社内
の別部署からも検討したいといった意見
が出たが、技能実習移行可能な職種の
難民法
問題・研修生の人数枠の問題があり実
行できないのが現状。職種の問題から
も、制度の拡大を検討頂きたい

食品に対する嗜好の多様化からマーガ
リン・ショートニングの使用範囲が拡大し
マーガリン・ショートニングの製造に必要
ています食生活は各国により異なって
難民法
な原材料受入れ、投入作業および包装
おり、日本の食文化の一端を知りえるこ
工程製造・監視作業
とは今後の発展を目指す国々にとって
有益になるものと確信いたします。

3年を超えて国内での就労が可能にな
れば、将来のキャリアビションより逆算し
出入国管理及び難民認定法第七条第１
添付資料「海外からの研修・技能実習
て、長期スパンでの研修計画が設定可
項第２号の基準を定める省令、
生の受入構想について（案）」Ｐ4、パ
能となり、現行制度下での実習より高水
技能実習制度に係る出入国管理
ターン２参照
準の技術が習得でき、母国の産業の発
展に一層高いレベルで貢献することが
可能になると思われる。

「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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

c

c

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
来日外国人の犯罪が悪化しているの
は、主に、短期ビザ、日系人、留学、就
学ビザで来日している者であり、研修・
技能実習生の犯罪率は低い。弊社とし
てもこの点を踏まえ、今回の要望とし
た。
また、短期ビザ等で入国してくる者の犯
罪率悪化にあたり、今後何らかの措置
が講じられる予定があるかを伺えたらと
思う。

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところであり、犯罪が起こる例が少
ないとは認識していない。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。
外国人の受入れを検討する大前提と
して、現状を解決するために必要な具
体的制度について検討する必要がある
と考えるが、具体的な施策については、
現在、在留管理に関するワーキング
チーム等において、関係省庁で検討を
行っているところであり、その具体的内
容、主体、措置時期については、示す段
階にはない。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

z05002

外国人研
修・技能実
習制度の
見直し（技
警察庁・法
能実習就
務省・外務
労後の就
省・厚生労
労ビザ取
働省
得制度の
創設（就労
ビザの要
件緩和））

z05002

警察庁・法
務省・外務
省・厚生労
働省

z05003

外国人研
修・技能実
習制度の
見直し（就
労ビザの
優先発給）

（財）国際
警察庁・法
研修協力
務省・外務
機構が行う
省・厚生労
業務の民
働省
間開放

要望主体
管理番号

5119

5124

5056

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

テンプスタッ
G17
フグループ

5119003

5124003

G17

株式会社フ
ルキャスト

マンパワー・
G19 ジャパン株式
会社

5056001

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

3

3

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

優秀又は高度な人材を研修制度に基づ
き受け入れた場合でもあっても、技能実
習終了時には雇用契約を終了させなく
てはならない。後継者問題（特に特殊技
術や伝統工芸分野等）を抱えている国
内企業においては、修了生のうち優秀
又は高度な人材については、就労を可
能とするニーズが非常に大きい。

技能実習制度に係る出入国管理上の
取扱いに関する指針（平成十六年法務
省告示第九十八号、平成五年法務省告
示第百四十一号）
技能実習制度推進事業運営基本方針
（平成五年四月五日労働大臣公示、平
成十六年四月十九日改正）

A

外国人研修・
技能実習制
度の見直し
（技能実習就
労後の就労
ビザ取得制
度の創設（就
労ビザの要
件緩和））

A

外国人研修・
技能実習制 技能実習終了後、優秀な技能実習生に
度の見直し 対して就労ビザを発給し、引き続き日本
（就労ビザの で就労ができるようにする。
優先発給）

研修生の帰国後、技術取得の期間が短
期間の為、母国での就労が困難なこと
から、習得した技術を生かす為には経 技能実習制度推進事業運営基本方針
験年数が必要となる。これを支援する為 技能実習制度に係る出入国管理上の
に優良な研修生に対し、就労ビザの発 取扱いに関する指針
給を緩和し、元受入れ企業での実務経
験をつませる事が必要である。

（財）国際研
修協力機構
が行う業務
の民間開放

研修・技能実習制度の運営において、
（財）国際研修協力機構が行う研修生の
紹介、入管関係の諸手続、日本語教育
や生活への各種支援等の業務を当社
に民間開放する。
さらに、当社が相手国の送出機関、我
が国の第一次受入機関となることを許
可して欲しい。

（財）国際研修協力機構が行う研修生の
紹介、入管関係の諸手続、日本語教育
や生活への各種支援等の業務に加え、
当社が相手国の送出機関、我が国の第
一次受入機関となることで、研修生の受
入企業及び研修生に対するワンストップ
サービスを行う。

研修・技能実習制度の運営を、当社が
その知見やノウハウを生かして、ワンス
トップサービスで行うことで、研修生の受
入企業に対して、サービスの効率化に
よるコストダウンとサービスレベルの向
上を同時に実現することができる。ま
た、研修生に対しても、能力開発の知見
を生かして、きめ細かい相談に応じ、日
技能実習制度に係る出入国管理上の
本での技能習得をより効果的なものに
取扱いに関する指針（法務省告示）
することができる。さらに、技能実習生
技能実習制度推進事業運営基本方針
が帰国後に就職できないという課題に
対しても、当社の持つ世界的ネットワー
クを利用することで、帰国後の就業を容
易にすることができる。
これらにより、研修生は、日本でより高
度な技能を学ぶことができ、かつ、帰国
後にも日本で習得した技能を大いに活
用することができるようになる。

（財）国際研
修協力機構
担当業務の
民間開放に
ついて

（財）国際研修協力が担当している研
修・技能実習生の斡旋業務、および対
象者への研修支援、相談等を民間開放
することにより、透明性を高めることが
可能となる。当社は既にアジア圏での
教育事業も実施しており、第一次受入
機関としての資格を十分に満たしている
と考える。

人材に関しては長年蓄積したノウハウ
を保持しており、当社の教育研修カリ
キュラムや労務管理のノウハウを活用、
海外での受入機関となることで、研修・
技能実習生の送出・受入に関する業
務、および対象者への研修支援、相談
等のサービスをより透明な形で拡充す
ることが可能。

既にアジア圏において複数の教育機関
を保持しており、さらに日本での労務管
理サポートも可能である。これらのノウ
ハウを活用することにより、対象者およ
び各企業に対するワンストップサービス
が可能になり、効率化および品質向上 ・技能実習制度推進事業運営基本方針
に繋がる。さらには、弊社の強みである
キャリア形成支援を、研修・技能実習生
にも提供することで、技術移転による国
際貢献という制度の目的を、より効果的
に達成することができる。

B

現在、技能実習就労後の日本での就労 技能実習修了生のうち優秀な人材に対
は認められていないが、技能実習修了 して、高度人材として正規のビザを発効
生のうち、ある一定の高度スキルを持つ する。国内外の日本企業がより多くの高
ものあるいは公的資格を有するものに 度人材を採用できるシステムを構築す
対し、正規の就労ビザを取得できるもの ることにより、日本経済の発展及び、世
界の開発途上国の発展につながる。
とする。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

ｃ

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

現在、ＪＩＴＣＯが行っている事業は弊社
を含む民間企業にて対応可能事業であ
るとの認識であり、民間企業が行うこと
で、より質の高いサービスを行うことが
可能である。（例：弊社では、既にアジア
圏において複数の教育機関を保持して
おり、さらに日本での労務管理サポート
も可能である。これらのノウハウを活用
することにより、対象者および各企業に
対するワンストップサービスが可能にな
り、効率化および品質向上に繋がる。さ
らには、弊社の強みであるキャリア形成
支援を、研修・技能実習生にも提供する
ことで、技術移転による国際貢献という
制度の目的を、より効果的に達成するこ
とができる。）
また、本来、国が担当する事業において
も、民間企業が担当することは可能であ
るとも考えます。（例：ハローワークの求
人開拓事業）

c

外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。
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「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
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管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討願いたい。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

ｃ

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

現状では、研修・技能実習制度の一連のフレーム
ワークをＪＩＴＣＯが仕切っているために、実質的に
ＪＩＴＣＯの独占となってしまっており、研修・技能実
習生を受け入れいている企業から、ＪＩＴＣＯへの賛
助会費や管理費が高いという批判もある。今回の
要望は、ＪＩＴＣＯが行っている業務が、民間企業が
行うことができる事業であると判断し提出したもの
である。民間企業が行うことで、人材派遣業によっ
て培われてきたノウハウを使うことにより低コスト
で、より高いサービスの提供を行うことができる。
民間企業が担うことができない業務である理由を
明確にして頂きたい。
また、規制改革は、本来的に国が行う事業であっ
て、民間企業が行うことは可能である事業を民間
に開放していくものであり、国がやるべき事業とい
うことは理由にならないと考える。実際に、求人開
拓事業等のハローワーク関連事業、国民年金保
険料の収納事業等の社会保険庁関連事業や施設
警備等事業の行刑事業が市場化テストのモデル
事業になっているなど、従来国が行うべきとされて
いた事業が、民間開放されてきている。
このような状況を勘案すると、研修生制度に関して
も是非民間企業に開放すべきであり、新たに再意
見をするもの。もし、民間開放をする際に支障がで
る法的な拘束や国際協定上の取り決め等がある
のであれば、明確にして頂きたい。
団体監理型受入による管理費用の不透明化など
悪用事例が多発している中で、当社が担うことで
より透明性を確保したサービスを提供することが
できる。回答は、営利団体が受入を行うと犯罪を
助長するというような内容にとれるが、なぜ、民間
企業が事業を実施すると犯罪が増えるのか明確

c

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて検討願いたい。
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定法

ｃ

ｃ
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平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

前回示した対応策は、現状を解決する
ために必要な仕組みを導入することを
検討するなどの所要の措置が必要であ
るというものである。
外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

●「日本語教育への支援や途上国や研修生・技能実習生に対する
側面的な各種支援等については、他の機関が行うことは可能」と
なっているが、本当にJITCOへの特別な取り決め、規定などは存在
しないのか。なにか取り決めや規定があるなら列挙していただきた
い。
●上記について、取り決めや規定がないとしても、研修・技能実習
制度の一連のフレームワークをJITCOが仕切っているため、事実上
JITCOの独占となってしまっていることが問題と考えている。この点
についてのご意見をうかがいたい。
●本来は国が行うとされている事業であっても、規制改革の流れ
で、前述の支援以外にも民間企業が行える事業があるはず。実
際、ハローワーク関連事業(求人開拓など)、社会保険庁関連事業
(国民年金保険料収納など)、行刑事業(施設警備など)が市場化テ
ストのモデル事業になっている。国が行うべきであるから、というの
は民間開放できない(しない)、あるいは特定団体にのみ業務委託
する理由として妥当とは言えないと考えるが、この点についてはど
のようにお考えか。
●JITCOが独占して行っている業務を民間企業も行えることから、
今回の民間開放要望を提出した。民間企業は、低コストでよりよい
サービスを提供できると考える。実際に、研修・技能実習生を受け
入れている企業から、JITCOへの賛助会費や管理費が高すぎると
いう批判も出ている。なぜ、民間企業ではできないのかを明確にご
説明いただきたい。法的な拘束、もしくは国際協定上の取り決め等
があれば、あわせてご教示いただきたい。
●団体監理型受入による賃金搾取、管理費用の不透明化など悪
用事例が多発しているが、当社が業務を行うことで、より透明性の
高いサービスが提供できると考えている。しかし、回答からは、民間
企業の受け入れがむしろ犯罪の助長につながるかのような印象を
受ける。その根拠を示していただきたい。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
営利企業が当該事業に参入した場合、
来日外国人の犯罪・検挙件数がさらに
増加するような表現をされているが、民
間が参入した際危惧される根拠を具体
的に示して欲しい。
外国人犯罪の温床は、様々は現行制度
が破綻しているからであると考えてい
る。制度を整備し、更に透明な運用がで
きる民間事業間で競争すれば、現状は
改善されると自負している。当社として
はコンプライアンスを徹底した運用を実
行できると考えている。

c

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
民間企業が参入することで、不透明な
研修・技能実習制度がより透明化され
たサービスを提供でき、賃金搾取などが
起こらない体制を確保できる。営利団体
であるからその対象とならないということ
は、規制改革の流れと相反 するもので
ある。さらに、犯罪が多いのは研修・技
能実習生ではなく、短期ビザ、留学生、
就学生、日系人等である。研修・技能実
習制度は企業で在留管理しているため
犯罪が起こる例は少ない。犯罪を多く犯
している外国人と研修・技能実習生とを
一緒に議論すべきではないと考える。

前回示した対応策は、現状を解決する
ために必要な仕組みを導入することを
検討するなどの所要の措置が必要であ
るというものである。
外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

c

前回示した対応策は、現状を解決する
ために必要な仕組みを導入することを
検討するなどの所要の措置が必要であ
るというものである。
外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

前回示した対応策は、現状を解決する
ために必要な仕組みを導入することを
検討するなどの所要の措置が必要であ
るというものである。
外国人研修・技能実習制度について
は、現行の制度において、本来の趣旨
に反し、就労目的・出稼ぎ意識で来日す
る研修生、安価な労働力確保のために
研修生・技能実習生を受け入れる受入
機関、両者を取り持つブローカーによ
り、実質的に低賃金の単純労働者の受
入れに悪用されているケースが散見さ
れるところであり、犯罪が起こる例が少
ないとは認識していない。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

研修・技能実習制度において、人材派
遣会社が第一次受入機関となる。加え
て、（財）国際研修協力機構が行う研修
生の斡旋、研修・技能実習内容へのア
ドバイス、評価などの業務を民間開放
し、人材派遣会社が担う。これにより、
制度を利用している企業に対して、ワン
外国人技能 （財）国際研修協力機構が行う事業の民 ストップ・サービスを提供する。
実習制度推 間開放。そして、人材派遣会社が研修・ 海外においては、当社ネットワークを活
進事業の民 技能実習受入団体としての活動を可能 用し、現地政府・人材会社・教育機関等
と連携し、人材の募集・教育を行い、国
にすること。
間開放
内においては研修・技能実習生に対す
る生活・就業上の支援・相談、在留資格
の管理、また帰国後の母国における就
職支援を実施。一方、受入企業に対し
ては適切な就業条件・環境を確保する
ための指導・助言を行い、制度の円滑
かつ適正な運用をサポートする。

要望理由

人材派遣会社の有する就業者と受入企
業とのマッチングを行うノウハウ、また
就業後のカウンセリングのノウハウ、及
び、就業者と受入企業の大量の情報を
データベースにより一元管理するノウハ
ウを活用することにより、現在、第一次
受入機関と（財）国際研修協力機構が
担っている、業務をワンストップで行うこ
とで手続きを簡素化し、効率化すること
ができ、かつ、サービスレベルを向上さ
せることができる。これにより、研修・技
能実習制度の活用の拡大及び、円滑な
運用に寄与することが可能であり、実習
生の母国の産業の発展により寄与する
ことができる。

根拠法令等

技能実習制度に係る出入国管理上の
取扱いに関する指針（平成十六年法務
省告示第九十八号、平成五年法務省告 添付資料「海外からの研修・技能実習
生の受入構想について（案）」Ｐ3〜6参
示第百四十一号）、
照
技能実習制度推進事業運営基本方針
（平成五年四月五日労働大臣公示、平
成十六年四月十九日改正）

B

外国人研修・
技能実習制
度に係る管
理・運営事業
の民間開放

現在、厚生労働省ほか各関係省庁が、
財団法人 国際研修協力機構（JITCO）
に委託している、外国人研修・技能実習
制度に係る事業の民間開放を要望す
る。
厚生労働省からの技能実習制度推進
事業の受託をはじめ、外国人研修・技
能実習制度の管理・運営に係る、国か
らの事業委託がJITCOのみに集中して
いる。
事実、この制度に係る広報啓発、助成
支援、助言指導、相談援助など、民間
人材派遣会社が担うことができるサービ
ス業務について、JITCOが独占している
状態である。
これら国からの事業委託について、弊
社を含む民間人材派遣会社にも公平に
機会を与えるべきである。
さらに、現在商工会議所・商工会、事業
協同組合等の中小企業団体、公益法人
などが担当している「団体監理型研修」
についても民間開放を要望する。具体
的には、弊社ほか民間人材派遣会社
が、外国人研修生の受け入れから、指
導・監督下にある企業・団体への斡旋
紹介まで行うことができるよう、制度を
開放すべきである。

B

外国人研修・
技能実習制
度の見直し
（技能実習推
進事業等の
民間開放、
受入機関の
民間人材派
遣会社への
開放）

関係各省から研修・技能実習制度に関
連する事業が（財）国際研修協力機構
へ委託されている。当該制度は、民間
人材派遣会社が従来からあるその機能
を持って十分担うことができると考えら
れるため、民間人材派遣会社に団体監
理型研修受入機関として当該業務を民
間開放することを求める。

ワンストップサービスとして、研修・技能
実習生の募集から実習終了後の就職
支援、入国前の日本語教育の強化、入
国後の生活、教育、労務管理、技能実
習への移行手続、技能実習計画の評
価、受入企業の環境整備指導等民間人
材派遣業の知識、実績を活かし、国際
人材の育成を行う。

研修生・技能実習生が期間中又は期間
終了後に逃亡・失踪することがある。ま
た受入企業で十分な労務管理ができて
技能実習制度に係る出入国管理上の
いないことで、日本語及び日本生活習
取扱いに関する指針（平成十六年法務
慣等の教育の不徹底などの問題から、
省告示第九十八号、平成五年法務省告
不法滞在化を招く結果にもなっている。
示第百四十一号）
これは、（財）国際研修協力機構を中心
技能実習制度推進事業運営基本方針
とする制度運営が不十分であることを示
（平成五年四月五日労働大臣公示、平
しており、民間人材派遣会社が知識、実
成十六年四月十九日改正）
績を生かし、責任を持って、研修生の募
集から労務管理、研修などの業務を行
うことで、問題が解消されると考える。

現在、（財）国際研修協力機構が国から
の委託を受けて行っている研修・技能実
習に対する業務（送出し・受入れの推
進、日本語教育の促進、研修生・技能
実習生の生活の安定、技能の修得と帰
国後の能力発揮の支援等）の民間開放
を要望する。
また、人材派遣会社による研修生・技能
実習生の日本への受入と、企業への人
材紹介・派遣が可能となる制度改革を
要望する。

（財）国際研修協力機構が行っている業
務を含め、人材派遣会社が外国人研
修・技能実習制度に関するあらゆる業
務を担う。具体的には、同機構が行って
いる業務を人材派遣会社が担った上
で、①企業への紹介・派遣を前提とする
人材派遣企業も企業単独型の受入の
際の企業となること、②人材派遣企業も
団体監理型の受入団体になることの両
者を可能とすることで、クライアント企業
へのワンストップサービスとサービスの
向上を図るとともに、研修・技能実習の
効果を高めることで相手国への国際貢
献の向上を図る。

従来の受入れ体制では（財）国際研修
協力機構や限定された受入れ団体から
の紹介が主で、多くの研修生受入れを
希望する企業の要望を満たしていると
は言い難い。派遣会社である当社は技
能実習対象職種に当たる多くのクライア
ント企業を持つ事から、多職種にわたる
技能実習制度推進事業運営基本方針
受入れ企業の選定が可能である。ま
技能実習制度に係る出入国管理上の
た、実際には、研修手当て以外の賛助
取扱いに関する指針
会費等の支払いが受入れ企業に発生し
ており、結果的に企業の負担コストを増
大させるだけでなく、技能教育等、それ
ぞれの企業が教育に必要な経費を圧迫
している。派遣会社が、直接受入れ企
業に研修生を派遣することで企業のコ
スト負担が軽減し、（その他欄へ続く）

B

外国人研修・
技能実習制
度の見直し
（研修・技能
実習制度の
民間開放）

その他
（特記事項）

厚生労働省からの技能実習制度推進
事業の受託をはじめ、外国人研修・技
能実習制度の管理・運営に係る、国か
らの事業委託がJITCOのみに集中して
いる。これらの事業費には、国庫補助
金、および国からの受託金が充てられ
■外国人研修生・技能実習生の受け入
ており、サービスの民営化、もしくは民
れに関する相談
間委託によってもたらされるコスト削減
■技能実習を予定する研修生の斡旋紹
効果は大きいと考える。
■技能実習制度推進事業運営基本方
介
さらに、現在中小企業団体や公益団体
針（平成5年4月5日労働大臣公示；平成
■入国・在留関係所手続きの支援
などが担っている「団体監理型研修」に
16年4月19日最近改正）
■技能実習への移行の受付・評価・支
ついても、弊社ほか民間人材派遣会社
■技能実習制度に係る出入国管理上
援
が管理・監督することで、業務の効率化
の取扱いに関する指針（平成五年法務
■日本語教育を含む、研修・技能修得
が期待できると考えられる。
省告示第百四十一号；平成十六年二つ
計画作成の相談、および計画実施に関
つまり、弊社としては、外国人研修生の
き二十七日法務省告示第九十八号）
する助言・指導
受け入れから紹介斡旋、さらには受け
■研修生・実習生向け相談（日本での
入れ企業の指導・監督までを含む、いわ
生活・健康・安全面での支援・指導）、
ゆるワンストップ・サービスを提供するこ
等。
とで、JITCOより効率的なサービスを提
供できると考える。
また、弊社の持つキャリア形成支援のノ
ウハウを活用して、日本での研修技能
実習をより効果的なものとすることがで
きると考える。

（要望事項続き）企業独自の教育研修
費用に充当することも可能となる。ま
た、送り出し機関を派遣会社側で運営
する事で、受入れ企業の実務に即した
教育研修を行う事が可能となる。このう
ように、当社が制度を運営することで、
サービス向上を行うことができる。

「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

（１）交通事
故が発生し
た場合にお
（１）道路 いては、道路
交通法 交通法上、
第６条 交通事故当
（警察官 事者に負傷
等の交 者の救護、
通規
道路におけ
制）、第７ る危険防止
２条・第７ の措置等必
２条の２ 要な措置を
（交通事 講ずるととも
故の場 に、警察官に
合の措 報告すること
置）等 を義務付け
（２）警察 ている。警察
法第２条 官は、負傷
（警察の 者の救護、
責務）、 道路におけ
刑事訴 る危険防止
訟法第２ 及び交通の
編（第一 安全と円滑を
審）第１ 図るため、道
章（捜 路交通法の
査）等 権限に基づ
き、交通事故
当事者に対
して必要な指
警察署長に
差し出された
拾得物及び
遺失届に関
しては、法令
上、原則とし
て警察署単
位で取扱い
がなされるこ
とになるが、
遺失物 物件の価格
法、遺失 や遺失・拾得
物法施 場所に応じ
行令、遺 て、警察本部
失物法 や他の都道
施行規 府県警察へ
則、遺失 の情報の提
物取扱 供が適宜な
規則 されている。
（その他、
ネットワーク
を構築するこ
とで、拾得物
及び遺失物
に関する情
報の共有を
図っている県
警も存在す
る ）
風俗営 風営法では、
業等の 設備を設け
規制及び て客にダンス
業務の をさせる営業
適正化 を都道府県
等に関す 公安委員会
る法律 の許可を必
（昭和23 要とする風俗
年法律 営業としてい
第122 るが、客にダ
号）第２ ンスを教授す
条第1項 るための営
第4号、 業でダンスを
風俗営 教授する者
業等の （政令で定め
規制及び る下記(1)又
業務の は(2)に該当
適正化 する者に限
等に関す る。）が客に
る法律施 ダンスを教授
行令（昭 する場合に
和59年 のみ客にダ
政令第 ンスをさせる
319号） ものについて
第1条及 は、風俗営
び第1条 業の許可を
の２、風 要しないこと
俗営業 としている。
等の規 (1) 社団法人

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）
上記４（１）は警察官が道路交通法によ
る固有の行政権限に基づいて行う事
務、上記４（２）は警察官が刑事訴訟法
上の司法警察職員として行う犯罪捜査
に係る事務であり、このような事務をそ
もそも民間に行わせることは適当ではな
い。また、仮に一部事務の委託すること
となったとしても、交通の安全と円滑の
確保、事故当事者の個人情報保護、被
疑者の人権保障等の観点から、事務を
確実にかつ適正に行うことのできる者で
あることに加え、いつどこで発生するか
分からない交通事故に即応するため、
一定規模の体制を確保していることが
前提となり、さらに、当該事務に係る費
用負担を考えた場合、公費負担とする
のであれば、各都道府県において警察
官が直接行うよりも事務の合理化に資
すると考えなければ委託費等を計上し
ないであろうし、原因者負担とするので
あれば、これまで事故当事者が負担し
てこなかった費用を新たに負担させるこ
ととなるなど、現実的ではない。
さらに、警察に受託業者との連絡事務・
監督事務の負担を負わせることとなる
が、この負担と、民間委託による合理化
効果とを比較した場合、かえって事務が
煩雑かつ増大する結果になるおそれが
ある 以上のとおり 御提案の事務につ

その他

再検討要請

措置
の分
類

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。
現場においては、司法警察官立会い・
指示の下に行うことを前提にしており、
民間会社単独で行うものではない。ま
た、現場作業者は、交通事故処理の実
務経験者を雇用（元司法警察官及び元
交通鑑識）し行うものでまったくの素人
が行うものではない。規模の問題である
が、あくまで警察官の出動人数を少なく
する（警察官5名が出動するのを1名もし
くは2名に抑えるなど）という観点から発
想しているのであり、すべての事故に対
し業務を提供するものではなく、事故が
多い拠点、空き交番になりやすい拠点
を重視して配備するものである。事務所
の拠点に関しても警察署の近くを考える
など出動時間にラグを発生させるもので
はないように考えている。また、事務処
理の煩雑化との記述があるが、実務経
験者が行うことであり、煩雑になるとは
思えない。費用の負担であるが、事故
当事者負担はまったく考えていない。交
通事故の増加の問題や、警察官の長期
事故処理実務経験者の減少に対し、民
間で協力できる部分であると考えてい
る
要望者からの下記の更なる意見を踏まえて、改め

c

c

ｃ

警察署長に差し出された拾得物に関す
る情報及び遺失届に記載された情報に
は、大量の個人情報及び犯罪捜査に必
要な情報が含まれていることから、こう
した情報の管理等を外部に委託するこ
とは適当でない。

特定講習団体については、ダンスの技
能及び知識に関して一定の水準以上に
あることを適正かつ公正に判断すること
ができる人的、物的、財政的基盤を有
する全国的規模の団体であって、かつ、
当該判断が単に利潤追求のために安
易になされることがないよう公益性の高
い団体であることを必要最小限の要件
としており、現在のところ、現行の二団
体以外にこの要件を満たす団体はない
ものと考えている。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

措置の概要（対応策）

c

第１次回答は、御提案の事務が、警察官の立会
い・指示の下に警察官の行う事務の補助的なもの
として行われることの問題点について述べたもの
である。
すなわち、御提案の事務は、制度の現状欄で述べ
た警察官がその固有の行政権限及び刑事訴訟法
上の司法警察職員として行う犯罪捜査の権限に
わたるものであり、そもそも民間に行わせることは
適当ではない。御提案者は警察ＯＢの起用につい
て言及しているが、問題は当該事務に従事する者
の事務遂行能力だけではなく、法令に基づく権限
行使が可能であるかどうかの問題が重要である。
また、交通事故に関して警察官が行う事務のう
ち、民間に行わせることのできる事務があるとして
も、警察の名において行うものとして、一定の技術
水準や即応体制の確保を始めとした事務の確実
な実施と守秘義務の遵守を始めとした事務の適正
の確保を図る必要があり、このため、受託業者や
従事する職員に対する一定の指導監督体制を制
度的に確保しなければならず、これらの指導監督
業務の負担と委託によって得られる合理化効果と
を比較した場合、より事務が煩雑かつ負担の増大
につながるおそれが認められる。さらに、費用につ
いて、原因者負担を求めないとすれば、公費で委
託費を措置することとなるが、合理化効果が認め
らないものについて予算措置を行うことは適当で
はない。
以上のとおり、御提案の事務について、民間に行
わせることはできない。

c

拾得物等の照会業務において取り扱わ
れる情報には、盗品等の犯罪捜査に必
要な物品の情報も含まれることから、そ
のような情報の取扱いを外部に委託す
ることは適当でない。
また、警察においては、拾得物の返還
等を行う必要性から、拾得物等の情報
と一緒に、拾得者や遺失者の住所・氏
名等の個人情報を保有している。再検
討要請にあるように個人情報を含まな
い情報だけのデータベースを構築してそ
の運用を外部に委託したとしても、拾得
物の返還等のためには、個人情報との
照会用のデータベースを別途警察が保
有・運営する必要が生じることになり、コ
スト面、運用面において非効率なものと
なる。
以上に加え、ネットワークを構築するこ
とで、拾得物等に関する情報の共有を
図っている県警が既に存在していること
を考慮すると、拾得物等の照会業務等
を一括して外部に委託することは適当
でない。
なお、システム設計及び情報の入力業
務の外部委託については、各都道府県
警察の判断に基づき既に実施されてい
る。

て検討され、具体的な対応策を示されたい。
警察庁回答「制度の現状」では、「物件の価格や
遺失・拾得場所に応じて、警察本部や他の都道府
県警察への情報の提供が適宜なされている。（そ
の他、ネットワークを構築することで、拾得物及び
遺失物に関する情報の共有を図っている県警も存
在する。）」とあるが、他の県警に対しての情報の
提供は、FAXなどを使いアナログ的に行われてい
る、また、ネットワークも、同一県警内だけのシス
テムである、と伺っている。警察庁回答「措置の概
要」において、個人情報の問題、犯罪捜査の場合
の内容が記されていることに関して、大変誤解が
ある様なので、システムの概要について下記の通
りご説明する。①遺失物・拾得物の調書を元に、
拾得時間・遺失時間・品名・色・形状等、個人情報
には関係しない部分を入力する（個人情報は入力
しない）。②この情報を元に、全国規模で検索をか
ける。③一度入力した案件に関しては、一日に一
回（夜間）に自動的に照会（人の手で行うのではな
く、システムが自動的に行う。現状では、毎日照会
が行なわれているかについても不明。）を行い、翌
朝、検索結果を自動的に各県警担当者に通知す
る。これら一連の作業だけでも、相当量の照会業
務が行えると思われる(国民へのサービスの向
上)。一方、犯罪捜査に関わる案件に対しては、当
初から遺失物に関する通常の照会業務が行われ
るとは考えにくい。（たとえば、財布から覚せい剤
が発見された場合、遺失物として取り扱うのでは
なく、即座に犯罪捜査に切り替わると思われる。）
現在の各県警単位で全く異なるシステムを導入し
ている状況は、コスト・時間の両面において極めて
非効率であり、今後全国にシステムを展開する際
に ソフトの互換性が望まれる

措置
の内
容

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

管理コード 所管省庁

z05004

z05005

z05006

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

z05007

警察庁

警察庁

警察庁

要望事項
（事項名）

交通事故
処理にお
ける、一部
業務の民
間への委
託

遺失物・拾
得物照会
のバックオ
フィス構想

国家公安
委員会が
指定する
「特定講習
団体」の要
件規制の
緩和

警察庁・法 在留資格
務省・厚生 「技能実
労働省 習」の新設

要望主体
管理番号

5014

5014

5017

5025

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

株式会社ファ
ルコン

5014001

株式会社ファ
ルコン

5014002

ダンススクー
ル協同組合
連合会

5017001

5025001

財団法人

5/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

1

2

1

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

B

2006年から警察官の退官ラッシュが始
まり2008年にピークを迎える。また、
2016年には、経験が10年以下の警察官
交通事故処理を行なう際の交通規制・
が約半数を占めることになる。こうした
現場調査・関係書類の作成等の業務の 交通事故処理にあたり、現在、司法警
中で、事故処理という専門的かつ経験
交通事故処 補助を、民間会社にて行いたいが、現 察官が取り扱っている業務（事故現場
則が必要な部分に関して、民間のエキ
理における、 在、交通事故処理に関する司法権等の の現状維持のための交通規制・実況見
スパートに作業を委託することにより、
一部業務の 問題があり、実現が難しい為、一部司法 分・事故原因の調査および聞き込み・事
事故現場にかかわる現職警察官の人
民間への委 権等を「みなし」あるいは「司法権に準ず 故報告書の作成等の業務の補助を司
数の削減、ひいては空き交番の問題解
るもの」として民間へ委譲願いたい。ま 法警察官が指導・立ち会いの下に実施
託
消、治安の維持につながると考える。ま
た市場化テストも含めご検討いただきた したい。
た、現場経験豊かな警察OBを雇用する
い。
などし、現職警察官と共に処理を行うこ
とにより実務レベルでの経験則を伝承
することが出来るとも考えている。

B

全国の遺失物・拾得物の届出を入力
し、全国数箇所のサーバー(メインサー
バー・ブランチサーバー)にて一元管理。
問い合わせに関して検索エンジンを開
遺失物・拾得
全国で発生している遺失物の届出及び 発し、自動的に問い合わせに対し候補
物照会の
遺失物紹介業務を民間にて一元管理し を拾い出し、問い合わせ先に通達する。
バックオフィ
この際に、各都道府県警察にて、個人
データベース化する。
ス構想
情報部分を決められた書式の元に暗号
化することにより、実作業場情報漏えい
はなくなる。また、届出書類をPDF化し
データとして保管する。

現在年間1,070万点の拾得物届け・742
万点の遺失物届けに対し警察で行って
いる照会の事務処理を民間に委託する 不明
ことにより、事務効率の推進及び人手
不足の解消をもたらすことが出来る。

国家公安委
員会が指定
する「特定講
習団体」の要
件規制の緩
和

ダンス教授所の営業は、国家公安委員
会管轄の「風営法」内に有り、現在２団
体が国家公安委員会から「特定講習団
体」として指定を受け、その２団体の認
定試験を得た教師が所属するダンス教
授所のみ風適法の適用除外を受けてい
ます。しかしダンススクール協同組合
は、ダンス教授所で組織され自主規制
のもと公的認可を受けている団体であ
るにもかかわらず、国家公安委員会の
「特定講習団体」に指定されないのは、
風適法の趣旨に矛盾する。①風適法の
適用除外の前提として、不適切なダンス
教授所を排除するという立法趣旨から
は、指定される「特定講習団体」は自主
規制できる団体であり、公益法人に限る
必要はない。②「特定講習団体」の要件
として、全国規模であることが要求され
ているが、受講者の便宜を図る体制が
あればよく、組織自体が全国にまたがっ
ていなくとも問題はない。③本来保護さ
れるべきダンス教授所の集合体である
認可団体で実施する講習・教師資格試
験が、風適法の対象となることは認め
がたく、且つ所属組合員の経済的不利
益と、事業の制約等、不平等である。

A

A

ダンス教授所が風適法の適用除外を受
けるために必要なダンス教授者の資格
を認定・推薦できる「特定講習団体」は、
公的な認可を受けている団体にも指定
範囲を広げるべきである。

在留資格の基準省令において職種の一
定範囲を定めるものとし、サービス業も
現行の制度は、1年目が「研修」という在
含め、送出し国及び我が国の社会的
留資格のため、研修生の身分、職種等
申請人が、「研修」1年を修了し、技能等 ニーズに合わせ具体的に決定する。
について各種の縛りが多く、かつそれが
の評価を受けた後、技能実習に係わる 3年間の最終目標としては、日本語検定
ために研修現場での実態と乖離が出る
在留資格「技 「特定活動」への在留資格変更の許可 2級合格レベル及び技能検定３級合格
原因となったり、それが元で問題が発生
能実習」の新 を受け2年間の技能実習に移行すると レベルを目指すこととするが、基準省令
しているケースも散見される。単純労働
いう現行制度とは別建てのものとして、 の最低要件として日本語検定3級及び
設
者の開放は時期尚早との考え方から、
在留資格「技能実習」を新設する。
技能検定基礎1級程度のレベルに達し
上述の在留資格「技能実習」の新設に
なお、在留期間は3年間とする。
ているものとする。入国後6ケ月以内の
よる現行制度の改善が急務と考える。
期間に上記レベルに到達していることと
する。

その他
（特記事項）

道路交通法第六条（警察官などの交通
規制）同法第七十二条（交通事故の場
合の措置）・事故処理に関する司法権
等(刑事訴訟法の第二編第一審第一章
捜査)・事故処理中の駐車違反の免除
（道路交通法）

風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律
第２条
第1項第4号
政令
第1条、第1条の２
規則
第1条の２

出入国管理及び難民認定法、
技能実習制度に係る出入国管理上の
取扱いに関する指針（平成5年4月5日法
務省告示第１４１号）、
技能実習
制度推進事業基本方針（平成5年4月5
日労働大臣公表）

企画書

第139回国会衆議院地方行政委員会議
事録第1号
警察庁生活安全局
長泉幸伸政府委員答弁

「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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

−

措置
の分
類

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

ｃ

e

ｄ

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

ｃ

−

自動車の保
有者は、道
路上の場所
以外の場所
において、当
該自動車の
保管場所を
確保しなけれ
ばならないこ
ととされてい
る。道路運送
法第２条第２
自動車
項に規定す
の保管
る自動車運
場所の
送事業又は
確保等に
貨物利用運
関する法
送事業法第
律第３条
２条第８項に
規定する第
二種貨物利
用運送事業
の用に供す
る自動車に
ついては、道
路運送法、
貨物自動車
運送事業法
又は貨物利
用運送事業

措置
の内
容

警察庁においては、御提案の国家資格
試験業務を所管していない。

季節、景気、天候等による野積場に集
積される貨物の日々の数量の変動や荷
捌き作業の多寡に関係なく、道路上の
場所以外の保管場所として使用する権
原を有する場所において必要台数の
シャーシの保管スペースが常に確保さ
れ、当該場所が法令に定める自動車の
使用の本拠の位置との間の距離等の
要件を満たしている場所であれば、港
頭地区の野積場または荷捌き地を保管
場所とすることを認めることが可能であ
る

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

-

-

措置
の分
類

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

管理コード 所管省庁

z05008

要望事項
（事項名）

外国人研
修・技能実
警察庁・法
習制度に
務省・厚生
おける受
労働省
入職種の
拡充

z05009

警察庁・法 再研修・技
務省・厚生 能実習の
労働省
制度化

z05010

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。

z05011

全省庁

内航輸送
用トレー
ラー・
警察庁・国
シャーシの
土交通省
車庫に関
する規定
の見直し

要望主体
管理番号

5025

5025

5026

5030

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

5025002

財団法人

5025003

財団法人

（株）アイ・
イーシー

5026001

社団法人日
本船主協会

5030002

6/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

2

3

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

技能実習の対象技能等（職種）は、技能
修得の程度を公的に評価できるものと
して技能検定基礎2級試験が設定され
ている133作業に限定されているが、本
来、本制度の趣旨からして、受入職種
受入職種を「職種単位」で大括りして、
は技術移転の対象技能等を当該「作業
受入れを行うものとすること。
単位」で小括りせず、「機械加工」、「金
属加工」等の職種単位で大括りされた
いこと。
なお、技能修得の程度
を公的に評価するための技能検定試験
等は現行どおりで足りると考える。

A

外国人研修・
技能実習制
度における
受入職種の
拡充

A

再研修・技能実習が認められるための
在留資格の創設、資格基準としては、
技能実習修了時に①研修成果在留評
価、②研修成果の評価（具体的には技
日本での研修・技能実習によって一定
能検定基礎1級合格等）、③再研修・技
再研修・技能
のレベルに達した者を対象に、3年程度
能実習修了時の成果目標の設定、④日
実習の制度
を期限とする再研修・技能実習を制度
本語能力（具体的には日本語能力試験
化
化していただきたいこと。
2級合格レベル等）とすることが考えられ
る。
なお、これらにより、技能実習
生の意欲の向上、受入機関の本制度へ
のさらなる活力が期待できる。

B

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。

A

内航輸送用
トレーラー・
シャーシの車
庫に関する
規定の見直
し

要望理由

根拠法令等

対象技能等を「作業単位」で小括りせず
に「職種単位」で大括りすることは、広範
な技術移転となり、加えて数多くの「人
づくり」に通じ国際貢献に資するという本
制度の趣旨に沿うことになるから。

出入国管理及び難民認定法、
同
法第７条第１項第２号の基準を定める
省令、
技能実習制度に係る出入
国管理上の取扱いに関する指針（平成5
年4月5日法務省告示第１４１号）、
技能実習制度推進事業基本方針（平成
5年4月5日労働大臣公表）

入管法上、研修・技能実習を修了し、帰
国した研修生・技能実習生の再入国は
事実上禁止されている。研修・技能実習
を修了した同一人が再入国するために
は、より専門的、高度の在留資格「技
術」によることになるが、これでは開発
途上国の経済成長の伸展、急激な技術
革新のもとで、開発途上国の青年が日
本国内で再びより実践的な技能等の修
得を行いたいというニーズに応えられな
いことから、再研修・技能実習の制度を
創設していただきたい。

出入国管理及び難民認定法、
同法
第７条第１項第２号の基準を定める省
令、
技能実習制度に係る出入国
管理上の取扱いに関する指針（法務省
告示第１４１号）、
技能実習制度
推進事業基本方針（平成5年4月5日労
働大臣公表）

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。

その他
（特記事項）

全省庁で定められている国家試験ごと
法律等で指定された資格認定事業者以
政府管掌でなくてはならない明確な事由
の、省令等により、公益法人、資格認定
試験業務に付随する一切のアウトソー
外でも、取り扱いができる国家試験業務
が、見当たらないことと、民間に出来な
管理栄養士・社会福祉士・衛生管理者
事業団体でしか、取り扱いが出来ないと
シングを事業主体として取組んでおりま
の事務請負の民間への開放および規
い事由が明確でない事による国家資格
（厚生労働省）、行政書士（総務省）、国
なっているもの。
す。
制の緩和・撤廃を要望致します。
試験の民間開放を要望致します。
内旅行業取扱主任者・一般旅行業務取
各資格の業法および、法律
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。

内航輸送用シャーシ運用上において
は、登録用車庫確保の負担が所有者に
強いられる一方、その車庫はほとんど
利用されておらず、現在の規制は利用
実態にそぐわないため、内航輸送用
シャーシについては、港頭地区の野積
場または荷捌き地を車庫として認める
べきである。

自動車の保有者は車庫法により保管場
所を確保しなくてはならないが、海上輸
送用トレーラー・シャーシについても一
般のトラック同様、同法が適用されてい
自動車の保管場所の確保等に関する
る。しかし、内航輸送用シャーシの車庫
法律第３条、自動車の保管場所の確保
の利用実態は、船内及び港頭地区に限
等に関する法律第３条貨物自動車運送
られる。このため、モーダルシフトに資す
事業法第４条
る海上輸送用に利用されるシャーシに
ついては利用実態に合わせて港頭地区
の野積場または荷捌き地を車庫として
認めるべきである。

「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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

来日外国人の犯罪は、主として短期滞
在、留学、就学、定住者（日系人等）の
資格で在留している者によるものであっ
て、研修・技能実習生の犯罪率は低い
と考えている。研修・技能実習生向けの
「研修」「特定活動」との在留資格で我が
国に滞在し、犯罪を行っている者の概
況、その解決策について具体的にお示
し願いたい。

措置
の分
類

c

c

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、低賃金の単純労
働者の受入れに悪用されているケース
が存在し、また、こうした研修生・技能実
習生が、研修・技能実習の実態がなく資
格外活動を行ったり、研修・技能実習先
から失踪して不法滞在・不法就労を行っ
たりする事例も散見されるところであり、
犯罪が起こる例が少ないとは認識して
いない。

管理コード 所管省庁

z05012

z05013

z05014

z05015

要望事項
（事項名）

研修・技能
警察庁・法 実習制度
務省
の期間延
長

研修・技能
実習制度
警察庁・法
における、
務省・厚生
再技能実
労働省
習制度の
創設

警察庁・法 研修・技能
務省・厚生 実習後の
労働省
就労許可

研修生受
警察庁・法
け入れ枠
務省
の拡大

要望主体
管理番号

5031

5031

5031

5031

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

（社）日本イ
ンドネシア経
済協力事業
協会

5031002

（社）日本イ
ンドネシア経
済協力事業
協会

5031003

（社）日本イ
ンドネシア経
済協力事業
協会

5031004

（社）日本イ
ンドネシア経
済協力事業
協会

5031005
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要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

2

3

4

5

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

研修・技能実
研修・技能実習期間を３年から５〜６年
習制度の期
に延ばして欲しい。
間延長

３年は長いようで、実は短いというのが
３５年間第一次受入機関として、インド
ネシアの研修生を受け入れてきた当協
会の実感です。優秀な人材を送り出す
為に、インドネシアで出発前に日本語教
育、日本の文化と生活、習慣に慣れる
為の研修を徹底して行っております。こ
のように厳選され、健康で優れた研修
生を以ってしても、３年間で学べること
は、現場のオペレーションの基本と品質
管理のコンセプトを理解すること、日本
語がある程度操れることで精一杯です。
企業にとっては、これらはほんの入り口 出入国及び難民認定法
にしか過ぎず、そこから更に知識と技術
を発展させ、金型の交換や他部門との
連携作業等の、一段上の技能を身に付
けて貰いたい訳です。研修生にしても、
高い目標を持った意欲ある若者が沢山
います。能力があり、意欲が高ければ
高い程、期間が制約となり、技術移転と
いう、制度本来の目的が中途半端に終
わるケースが多く、残念でなりません。
期間延長に対応した、一段上の上級用
の検定試験を設け、これに合格すること
を条件とする等の工夫が必要です。

研修・技能実
習制度にお ３年の研修を終了した研修生（同一人
ける、再技能 物）により高度の内容で更に３年間の再
実習制度の 技能実習を認める。
創設

３年の研修後、研修生は送り出し機関
に戻り、日本の研修で学んだ技術と技
能を生かす訳ですが、昨今、もう一度日
本で再技能実習をしたいという要望が
増えてきました。習得した技術に更に磨
きをかけ、一段と向上したいというもの
です。出来るだけ沢山の研修生を呼び 出入国及び難民認定法
たいという、現行制度の趣旨はよく理解
しておりますが、技術を定着させ、技術
移転による国際貢献という趣旨を貫く為
に要望するものであります。ただし、再
技能実習用の上級検定試験合格を条
件とします。

３年間の研修・技能実習後、受け入れ
研修・技能実
企業と研修生の希望と条件が合えば、
習後の就労
正規の就労者として採用できるようにし
許可
て欲しい

現在、インドネシアの研修生を受け入れ
ていますが、３年間の研修を終えた研修
生をそのまま採用したいという企業が沢
山あります。インドネシアからの研修生
自身が非常に優秀でまじめに技能を習
得するためです。これには、企業にとっ
出入国及び難民認定法
て、次のようなメリットがあります。
（１）人物の信頼性が確認できており、安
心して雇えること。 （２）適性に基づ
き、長期的に戦力となれるように更なる
人材育成を行えること。
ただし、上級の検定試験の創設とこれ
に合格するすることが条件となります。

研修生受け
現状の常勤従業員数に対する受け入れ
入れ枠の拡
可能研修生人数を増やして欲しい
大

現状の受け入れ可能枠拡大を希望して
いる企業が多くあります。また、まじめで
明るい国民性を持つインドネシア人のこ
とが気に入って、より多くの研修生に技
術移転を行うことで、日本とインドネシア
両国の友好関係の発展の為に貢献した
出入国及び難民認定法
いという声もあります。インドネシアから
の研修生を受け入れることによって、企
業全体の雰囲気が明るくなった等の意
見も聞かれます。第一次受入機関の
我々としてもあり難い意見であり、受け
入れ枠拡大を要望します。

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

道路法
第４７条
の２第１
項、道路
交通法
第５９条
第２項

道路管理者
は、車両の
構造又は車
両に積載す
る貨物が特
殊であるため
やむを得な
いと認めると
きは、車両制
限令の規定
による禁止
若しくは制限
にかかわら
ず、当該車
両を通行させ
ようとする者
の申請に基
づいて、通行
経路、通行
時間等につ
いて、道路の
構造を保全
し、又は交通
の危険を防
止するため
必
要な
条件を附し
て、車両制限
令や道路運

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

ｄ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

車両制限令や道路運送車両の保安基
準等の規定を超える車両については道
路管理者に個別にその使用の申請を行
い、許可を得る必要がある。その上で自
動車の牽引制限について道路交通法
第５９条第２項で「牽引する自動車の前
端から牽引される車両の後端までの長
さが２５メートルを超えることとなるとき
は、牽引をしてはならない」と規定してお
り、ただし書で「公安委員会が当該自動
車について、道路を指定し、又は時間を
限って牽引の許可をしたときは、この限
りでない」とあり、御提案のように全長が
２６メートルとなっても、公安委員会の許
可を得られれば、高速自動車国道にお
いても通行が可能である。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

-

措置
の分
類

c

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

z05017

研修技能
警察庁・法 実習制度
務省
期間の延
長

5034

5034001

民間企業

1

A

研修技能実
研修・技能実習期間を現行の3年から5
習制度期間
〜6年に延長してほしい
の延長

z05018

警察庁・法 実習期間
務省
延長

5035

5035001

富士ダイカス
ト株式会社

1

A

超薄肉ダイカスト製造業、実習移行後
技能実習生の受入期間延長による更な
実習期間延 ２，３年目で作業段取り、作業熟度の向 ダイカスト製造業の加工等、特に自動車 る技術移転の向上、技能充実に寄与出
難民法
長
上時期に帰国されるのは疑問視してい 部品等の製造作業。
来るものと確信致します。是非、期間延
ます。期間延長を望みます。
長を強く望みます。

z05019

外国人研
警察庁・法 修・技能実
務省
習制度期
間の延長

A

外国人研修・
技能実習制 研修・技能実習期間を現行の3年から5
度期間の延 〜6年に延長してほしい
長

z05020

トラック同
士連結車
警察庁・国 における連
土交通省 結全長の
規制の緩
和〔新規〕

5039

5042

三井造船株
式会社千葉
事業所

5039001

有限会社
エーエス企
画

5042001

8/22

1

1

A

トラック同士
連結車にお
ける連結全
長の規制の
緩和〔新規〕

フルトレーラ連結車の扱いで昨年３月
に国土交通省の認証を取得したトラック
同士連結車で、全長12メートルのトラッ
ク同士が連結して走行が可能になるよ
うに、高速自動車国道を通行できるフル
トレーラ連結全長（フルトラクタの前端〜
フルトレーラ後端）の最高限度を、現在
18メートルの規制に対し26メートルに緩
和されるように要望します。

３年間で習得した技術を生かし生産に
寄与してもらたい為

その他
（特記事項）

難民法

弊事業所はインドネシアの研修生を受
入れております。（現在まで9期140名）
受入職種は溶接・鉄工・塗装です。研修
制度を通じて弊社の持っている造船技
出入国及び
術をインドネシアの造船工場の技術者
難民認定法
に指導したいと研修生を受け入れてき
ましたが、3年間では、技術移転に限界
があります。就きましては、期間延長を
切に希望致します

全長12メートルの大型トラック２台を連
結治具を介して連結し、一人の運転手
で、前車エンジンでけん引し、後車の操
舵、制動等を前車に同調制御して走行
させて、省人化、燃費節減、CO2排出削
減、利便性の向上等の効能を幅広く享
受して戴くべく展開して行く。

トラック2台をエンジン2機で単独走行
するより前車エンジン1機で連結走行す
る当連結車は、エンジンのピストン往復
運動時のポンピングロス半減等で燃費
が約30％節減されることから、本年１０
月には京都議定書発効に伴うCO2排出
削減策として官民による「グリーン物流
パートナーシップ会議のモデル事業」に
推薦され、燃料高騰と相まって輸送業
者から関心を戴いています。
しかし現法規では全長約8メートルの
中型車同士等しか成立せず、これら効
能の享受拡大面から地域間物流の主
役である全長12メートル大型車同士連
結車の実現要望の強いことが理由で
す。
連結全長の最高限度が18メートルか
ら26メートルに緩和されることによる旋
回による内輪差の増大は、連結治具の
作用で抑制し、既存のフルトレーラ連結
車と同等以下に抑えることが可能で、且
つ橋梁への負荷は、緩和で最遠距離が
延びることから軽減される利点がありま
す。

添付資料の項目

・道路法（昭和27年法律第180号）第47
条第1項の規定に基づく車両制限令（昭
和36年政令第265号）第3条第5項第3号
〔車両の幅等の最高限度〕
・道路交通法第75条〔高速道路での走
行〕

資料①
トラック同士連結車の国土交通省から
認証取得関連資料
（紹介新聞記事、大型ダンプ車での認証
書2種）
資料②
“トラック同士連結車”活用提案書
（中型トラックでのモニター車の紹介も含
む）
資料③
関東経済産業局の助成金での自走車
同士連結車の連結装置の研究開発結
果報告書
（全長12メートルの大型トラック2台を供
試して実験）

「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

道路法
第４７条
の２、道
路交通
法第５９
条第２項
等

道路法
第４７条
の２第１
項、道路
交通法
第５９条
第２項

制度の現状
道路管理者
は、車両の
構造又は車
両に積載す
る貨物が特
殊であるため
やむを得な
いと認めると
きは、車両制
限令の規定
による禁止
若しくは制限
にかかわら
ず、当該車
両を通行させ
ようとする者
の申請に基
づいて、通行
経路、通行
時間等につ
いて、道路の
構造を保全
し、又は交通
の危険を防
止するため
必
要な
条件を附し
て、車両制限
令や道路運
道路管理者
は、車両の
構造又は車
両に積載す
る貨物が特
殊であるため
やむを得な
いと認めると
きは、車両制
限令の規定
による禁止
若しくは制限
にかかわら
ず、当該車
両を通行させ
ようとする者
の申請に基
づいて、通行
経路、通行
時間等につ
いて、道路の
構造を保全
し、又は交通
の危険を防
止するため
必
要な
条件を附し
て、車両制限
令や道路運

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

道路交
通法施
行令第２
７条第２
項

高速自動車
国道に置い
ては，大型貨
物自動車の
法定速度は
８０ｋｍ／ｈで
ある。

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

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）

添付資料の項目

ｄ

ｄ

ｃ

ｃ

車両制限令や道路運送車両の保安基
準等の規定を超える車両については道
路管理者に個別にその使用の申請を行
い、許可を得る必要があるが、道路交
通法上は御提案の内容を制限していな
い。

車両制限令や道路運送車両の保安基
準等の規定を超える車両については道
路管理者に個別にその使用の申請を行
い、許可を得る必要がある。その上でこ
の状況が牽引に該当し連結全長が２５
メートルを超える場合には、公安委員会
の許可を得られれば（道路交通法第５９
条第２項ただし書）高速自動車国道にお
いても通行が可能である。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

警察庁としては，交通事故の発生実態
に基づき，適宜，法定最高速度の見直
しを行っているところであるが，大型貨
物自動車に係る交通死亡事故の発生
実態は，
○ 速度超過を原因とする割合が高い
こと
○ 危険認知速度の大半が８０ｋｍ／ｈ
以上であること
○ 死亡事故率が普通乗用車に比べて
高いこと
など，従前と比較して傾向は何ら変わら
ない．
よって，現在，大型貨物自動車の法定
最高速度を８０ｋｍ／ｈとしていることは
合理的であると考える．

-

z05021

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

-

z05022

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

z05023

z05024

トラック同
士連結車
警察庁・国 で後車も駆
土交通省 動させての
走行の認
可〔新規〕

高速道ト
ラック2台
以上連結
警察庁・国
全車駆動
土交通省
隊列走行
への法整
備〔新規〕

研修技能
警察庁・法 実習制度
務省
期間の延
長

警察庁

高速道路
における大
型貨物自
動車の最
高速度規
制の緩和

5042

5042

5044

5048

有限会社
エーエス企
画

5042002

有限会社
エーエス企
画

5042003

株式会社落
合鉄工所

5044001

（社）全日本
トラック協会

5048001

9/22

2

3

1

1

A

A

トラック同士
連結車で後
車も駆動させ
ての走行の
認可〔新規〕

高速道トラッ
ク2台以上連
結全車駆動
隊列走行へ
の法整備〔新
規〕

トラック2台を連結治具を介して連結
し、雪路、登降坂等で必要に応じて後車
連結全長18メートル以内で所定出力 エンジンを前車エンジンに同期させて駆
を擁したエンジン搭載の前車トラックで 動し、後車の操舵、制動等を前車に同
けん引する等フルトレーラ連結車の扱い 調制御させて連結走行させることで、前
で昨年3月に国土交通省の認証を取得 車エンジン駆動のみでの連結走行より、
したトラック同士連結車で、後車エンジ 雪路での走破性、登坂での速度維持
ンも補助的に前車エンジンに同期させ 性、降坂でのエンジンブレーキ力の増
て駆動させ連結走行ができるように要 加等安全性が向上することで、トラック
同士連結車の普及促進を図り、省人
望します。
化、燃費節減、CO2排出削減、利便性
の向上等の効能を享受して戴く。

連結全長18メートル以内、前車トラック
でけん引する等の条件で、2台のトラック
同士連結車の認証を昨年3月に国土交
通省から取得しましたが、高速自動車
国道に限定して、2台以上のトラックを連
結治具を介して連結し、先頭車を人が
運転し、全車駆動で、後車の操舵、制
動、駆動を前車に同調制御させて隊列
走行ができるよう提案方々法整備等を
要望します。

トラック同士連結車を使用中の輸送業
者から、冬季に北陸から関東往復の山
越え等で雪路で駆動輪がスリップするな
ど難儀し、後車エンジンも駆動させたい
要望の強いのが理由です。
被けん引自動車は機関車型貨物列車
の見地で定義付けされていますが、JR
貨物の電車型コンテナ貨物列車「スー ・道路運送車両の保安基準道路法（昭
パーレールカーゴ」のノンレール版とし 和26年運輸省令第67号第1章総則第1
条第2号）〔用語の定義〕
て検討を要望します。
成立のため、後車はAT（自動変速）付
き車とし、ジャックナイフ現象等の防止
のためABS等と相まって後車のエンジン
による駆動、操舵、制動等は前車に同
調制御させ安定させる装置を付加しま
すが、技術的な目処はこれまでの研究
でつけております。

2台以上のトラック同士隊列走行は、
台当たり人件費が約連結台数分節減さ
れ、燃費が一般道から高速道移行及び
空気抵抗減等で各々20％前後節減さ
れ、高速道使用料を含む経費が大幅に
削減（大型車で5台連結走行時は単独
走行より60％削減）され、少子化に伴う
省人化、燃料の高騰、京都議定書発効
による燃費、CO2排出削減要請の対応
策として、高速道路利用車増加による
高速道路でのトラック同士隊列走行の
高速道路民営会社の負債の早期償却
運用は、法整備と併せて、高速自動車
策として大いに期待できます。
国道への出入りは、トラック単独又は2
2台のトラック同士連結車で後車をAT
台のトラック同士連結状態で、2台以上
（自動変速）化と後車の駆動力、操舵、
のトラック同士隊列走行への連結切り離
制動等を前車同調制御装置の付加して
し等の操車、管理はサービスエリアで行
のこれまでの研究結果等から類推して2
う等「ノンレールモーダルシフト」版として
台以上の隊列走行も技術的に成立は
高速道路民営会社と輸送業者等との協
可能と見てます。
業でビジネスモデルを構築して展開され
法整備については、現在、国土交通
ることを提案します。
省の音頭で官産学公の連携で、2010年
に立ち上げるべく研究推進中のITS（高
度道路交通システム）の中の効率を目
的とする「商業車の連続自動運転：ITS
技術を活用して車々間、路車間の通信
情報で商業車を加速、制動、操舵等を
自動制御して車々間隔一定で走行させ
る〃全自動運転電子的連結隊列走行
〃」がありますが、これが法的に成立す
るならば〃半自動運転機械的連結隊列

資料①
トラック同士連結車の国土交通省から
認証取得関連資料
（紹介新聞記事、大型ダンプ車での認証
書2種）
資料②
“トラック同士連結車”活用提案書
（中型トラックでのモニター車の紹介も含
む）
資料③
関東経済産業局の助成金での自走車
同士連結車の連結装置の研究開発結
果報告書
（前後車同時駆動式制御装置の研究を
実施）

添付資料の項目
資料①
トラック同士連結車の国土交通省から
認証取得関連資料
（紹介新聞記事、大型ダンプ車での認証
書2種）
・道路法（昭和27年法律第180号）第47
資料②
条第1項の規定に基づく車両制限令（昭
“トラック同士連結車”活用提案書
和36年政令第265号）第3条第5項第3号
（中型トラックでのモニター車の紹介も含
〔車両の幅等の最高限度〕
む）
・道路運送車両の保安基準道路法（昭
資料③
和26年運輸省令第67号第1章総則第1
関東経済産業局の助成金での自走車
条第2号）〔用語の定義〕
同士連結車の連結装置の研究開発結
果報告書
・道路交通法第84条〜87条〔運転免許
（当結果を通して2台以上のトラック同士
の仕組み〕
隊列走行は技術的に可能と見た）
・道路交通法第75条〔高速道路での走
資料④〃半自動運転機械的連結隊列
行〕
走行〃化構想資料
（大型車で高速路単独走行より5台連結
走行では経費が60％節減される）

当社は研修・技能制度に基づきインドネ
シアの研修生を受入れております。当
社の事業における研修生の役割と重要
性は当社において高まっております。た
だ、しかしながら3年間という限られた期
間では、普通旋盤のみならず、ＮＣ旋盤 難民法
について折角身に付けた知識と技能を
更に発展させることは高度な技術・作業
に従事してもらうことが出来ません。上
記の理由により、制度の期間延長を切
にお願いするものです

A

研修技能実
研修・技能実習期間を現行の3年から5
習制度期間
〜6年に延長してほしい
の延長

A

高速自動車国道における最高速度は、
大型トラックと牽引装置により牽引状態
にある車両のみが８０㎞/hに抑えられて
おり、同一の走行車線に速度の異なる
高速道路に
車両が混在して走行することは、車両の
おける大型
高速道路における大型貨物自動車の最 高速道路における大型貨物自動車の最 安全走行を妨げるばかりか、事故を誘
道路交通法施行令第２７条の２第１項
貨物自動車
発する一因にもなりかねない。他の交通
高速度規制の緩和
高速度→８０km/h
の最高速度
と合わせ、高速道路の円滑な走行を確
規制の緩和
保する観点から、高速道路における大
型貨物自動車の最高速度規制を現行
の８０㎞/hから１００㎞/hに引き上げる
など見直しをお願いしたい。

資料⑤国土交通省北陸信越運輸局に
提示した要望書
（記載の要望④が本要望に該当）

「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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｂ

ｂ

ｂ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

外国人集住都市会議は、外国人の在留
管理に伴う諸問題の解決に当たって、
外国人の権利の擁護と義務の履行の
両面が確保される必要があると考えて
いる。このために、関係行政の協力を得
て、厳重な管理の下に、外国人共通
データベースを関係省庁と自治体が共
同利用することが必要である。こうした
取り組みは、長期的に、外国人のわが
国における生活環境などの在留条件を
改善し、結果としてわが国の治安維持
にも寄与すると考えられる。外国人犯罪
の摘発強化といった「治安対策」のみで
は、根本的な治安の確保につながらな
いと考えるが、この点について貴庁のご
意見をお伺いしたい。

措置
の分
類

c

b

b

b

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

貴見のとおりであると考えており、前
回示した対応策にも「治安対策の観点も
含めて検討する必要がある」としている
ところである。

管理コード 所管省庁

z05025

z05026

z05027

z05028

要望事項
（事項名）

研修・技能
警察庁・法
実習期間
務省
の延長

外国人の
健康保険
警察庁・厚 と年金保
生労働省 険のセット
加入の見
直し

外国人を
雇用する
警察庁・法 事業者の
務省・厚生 実態把握、
労働省 外国人就
労管理の
改善

警察庁・総
務省・法務
省・財務
省・文部科
学省・厚生
労働省

外国人登
録制度の
改善、国・
自治体に
おける外
国人に関
する情報
の共有

要望主体
管理番号

5054

5057

5057

5057

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

株式会社
五十嵐水産

5054001

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5057001

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5057003

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5057004

10/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

1

1

3

4

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

研修・技能実
研修・技能実習期間を３年から５年に延
習期間の延
長してほしい
長

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

３年間の研修を受けた後、研修生たち
は精神的にも技術的にも成長が著しく
見られます。規則とはいえ、そんな彼ら
が帰国してしまうのは大変残念でなりま
出入国及び難民認定法
せん。彼らの多くもさらなる技術習得を
望んでおり、期間延長は企業、研修生
双方にとってもメリットが大きいと考え、
要望いたします。

外国人の健
康保険と年
金保険の
セット加入の
見直し

公的年金保険の脱退一時金の適用期
間を延ばすなど、公的年金保険加入の
促進をめざす。また、国籍にかかわらず
基礎年金の受給権の取得に必要な年
限を（現行25年から例えば15年程度に）
短縮し、永住権を有する外国人につい
ては、過去に国民年金又は厚生年金な
どに加入できなかった期間について遡
及加入を含め救済措置を拡充する。

外国人を雇用する企業は、出稼ぎ就労
する外国人労働者の厚生年金と健康保
険への加入を回避しようとする傾向があ
る。外国人労働者も、日本に滞在を予
定する期間に比べ老齢年金の受給権
取得に必要な期間が長すぎることや、
給与から控除される保険料が少なくな
いことから、年金保険への加入を忌避
する傾向がある。その結果、市町村レベ
ルでは、就労していながら健康保険及 厚年法第8条、健保法第３条第１項
び厚生年金保険に加入していない外国
人が少なくなく、同時に、国民健康保険
や国民年金にも加入できずに医療費が
不払いとなる事件が依然として発生して
いる。この状況を改善するため、厚生年
金と健康保険セット加入の原則を見直
し、公的年金保険への加入義務の緩和
や、老齢年金受給権の要件の緩和を行
う必要がある。

外国人を雇
用する事業
者の実態把
握、外国人
就労管理の
改善

外国人を直接雇用する事業者に対し、
その雇用状況を関係当局に報告するこ
とを義務付ける。また、次の「外国人登
録制度の改善」に関する要望と併せ、企
業に対する雇用外国人労働者の情報
提供の義務付けや、関係省庁等が共有
できる外国人雇用データベースの構築
などを盛り込んだ日本経団連の提言
（2004年4月20日付「外国人受け入れ問
題に関する提言」）における「新たな外
国人就労管理制度」の実現を求める。

外国人の就労場所の把握は、外国人の
在留管理を進める上で基礎となるもの
であるが、現行制度では、就労実態の
チェックや関係省庁相互の情報交換は
十分に行われていない。就労場所の把
握が困難なため、企業における適正な
就労管理を確保することも、社会保険加
入を確保することも困難である。そこで、
外国人の就労実態を把握しつつ、出入
国管理、雇用・労働基準、社会保険、市
町村など関係行政が情報を共有し、企
業の就労管理を適正化することが必要
である。

外国人登録
制度の改
善、国・自治
体における
外国人に関
する情報の
共有

登録内容と実態の乖離を是正するため
に、外国人登録制度においては、①転
出届の実施、②世帯単位で登録変更を
行うこと、③出国通知を迅速化する、④
国民健康保険の喪失に関する基準の
統一化（例えば、再入国手続きを受けて
出国する際の基準を統一することなど）
が必要である。外国人登録制度を住民
基本台帳制度に近接させ、長期的には
両制度の一元化を検討すべきである。
また、現在、内閣官房でも検討が進めら
れているが、出入国管理、外国人登録、
税・社会保険、教育などに関する情報を
「外国人共用データベース」に登録し、
法令に定める必要性の生じた場合、関
係省庁や自治体に対して当該データ
ベースにアクセスを認めるシステムの導
入は、本要望の実現にとって効果的な
ので、その実現を求める。その際、デー
タ保護に万全を尽くし、国民、外国人及
び関係ＮＰＯなどの理解と協力を得る必
要があることを強調しておきたい。

入管法第６、7条、外国人登録法第４条
第1項、職業安定法第53条の２、職業安
定法施行規則第34条、厚年法第8条、
健保法第３条第１項

外国人も日本人も、基本的には同じ権
利を有する住民であるという認識に基づ
けば、外国人登録制度は、長期的には
住民基本台帳制度に近づける必要があ
る。この制度は、単に、出入国管理制度
の一部であるというだけでなく、地域に
おける外国人住民の実態を把握する上
で一層重要になっている。しかしなが
ら、現状では、外国人登録された内容と 外国人登録法第３条、第４条第1項 住
居住実態との乖離が大きくなっているほ 民基本台帳法第１条、第２条、学校教育
か、住民登録と外国人登録の制度のず 法第47条
れが自治体における住民の実態把握を
困難にしている。そこで、出入国管理行
政のみならず、雇用・労働条件、税・社
会保険、教育など関係行政が協力して
外国人の在留実態の把握と情報共有を
行い、地域において整合性のある外国
人施策を実施し、外国人の権利の保護
と義務の履行を図る必要がある。

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

道路交
通法第４
条第１
項、第８
条、第１
０条、第
１１条、
第１２条
及び第１
３条

道路標識等
により路面電
車及び歩行
者以外の通
行の禁止を
行った場合、
歩行者は、
歩 道等と車
道の区分の
ある道路に
おいては、車
道を横断す
るとき、又は
道路工事等
のため 歩道
等を通行す
ることができ
ない等やむ
を得ないとき
を除き、歩道
等を通行しな
ければ なら
ない。なお、
道路と並行し
て設置された
軌道敷が物
理的に道路
と分離され専
用軌道とされ

道路交
通法第４
条第１
項、第21
条、道路
交通法
施行令
第１条の
２第５項
第１号

車両（トロー
リーバスを除
く。）は、左折
し、右折し、
横断し、若し
くは転回する
ため軌道敷
を横切る場
合又は危険
防止のため
やむを得な
い場合を除
き、軌道敷内
を通行しては
ならないとさ
れている。た
だし、道路標
識等により軌
道敷内を通
行するとこが
できることと
されている自
動車は、軌
道敷内を通
行することが
できる。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｂ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

ｃ

軌道敷内を歩行者が自由に通行するこ
とは、路面電車と歩行者の通行が分離
されず、交通管理上極めて危険であり、
歩行者の通行の安全の確保という観点
からは、歩行者が自由に軌道敷内を通
行できるようにすることは適当でない。

ｄ

軌道敷内における車両（トローリーバス
を除く。）の通行については、道路交通
法第21条第１項の規定により禁止され
ているが、同条第２項第３号の規定によ
り、道路標識等により軌道敷内を通行
することができるとされている車両は、
路面電車の通行を妨げない範囲で軌道
敷内を通行することができる。したがっ
て、都道府県公安委員会が交通のひん
ぱんな道路における車両の通行の円滑
を図るため特に必要があると認め、路
面電車の運行状況、軌道敷内の整備状
況、道路の構造、交通量及び交通事故
の発生状況等の諸条件を個別具体的、
かつ、総合的に勘案した結果、交通の
安全と円滑の確保の観点から問題がな
いと判断し、路面バスを通行可の対象と
して「軌道敷内通行可」の交通規制を実
施すれば、現行でも路線バスは軌道敷
内を通行することは可能である。なお、
具体的な「軌道敷内通行可」の交通規
制に関する要望については、当該地域
を管轄する都道府県警察に相談してい
ただきたい。

ｃ

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

措置
の分
類

b

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

-

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

z05029

警察庁・法 外国人の
務省・厚生 子どもの不
労働省
就学対策

z05030

歩道や歩
行者用道
路での路
面電車走
行における
警察庁・国
歩行者用
土交通省
安全対策
の緩和
(トランジッ
トモールの
実現）

z05031

軌道敷内
の通行に
関して、通
行ができな
い車両のう
ち路線バ
スについて
通行を可
能とする規
制緩和

z05032

警察庁

外国人研
警察庁・法 修生・技能
務省
実習制度
について

要望主体
管理番号

5057

5059

5059

5061

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

外国人集住
都市会議
座長 四日
市市長 井
上哲夫

5057007

特定非営利
活動法人
ふくい路面電
車とまちづく
りの会

5059001

特定非営利
活動法人
ふくい路面電
車とまちづく
りの会

5059002

ゴウダ株式
会社関東工
場

5061001

11/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

7

1

2

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

外国人の不就学状況を把握するため
に、外国人登録制度を④の要望に沿っ
たものに改善するとともに、併せて、国
外国人の子 が定期的に就学状況調査を実施する必
どもの不就 要がある。また、小中学校への就学案
内の徹底、日本語教室の設置、バイリ
学対策
ンガルの加配教員配置などへの支援を
行い、在留資格の更新の要件として子
どもの就学を定める。

A

歩道や歩行
者用道路で
の路面電車
走行におけ
る歩行者用
安全対策の
緩和
(トランジット
モールの実
現）

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

日本が批准している社会権規約に、「初
等教育は義務的なものとし、すべての
者に対して無償のものとすること」と定
められており、すべての子どもの社会的
適応力を高めるためにも、不就学の子
どもが存在するという現状を放置しては
ならない。しかし、現行の外国人登録を
基礎にした就学手続きの過程では、不
就学の子どもの正確な情報が得にくい
ため、定期的な実態調査を実施し、確
実な不就学対策を行っていく必要があ
る。また、在留資格更新の要件として子
どもの就学を定め､親の意識を高めるこ
とも必要である。

学校教育法第22条 第80条、児童福祉
法第39条、入管法第21条、社会権規約
第13条第1項及び第2項(a)、日本国憲法
第98条第2項

ＬＲＶの中心市街地の走行は、歩行者
現行の法規では、歩道或いは歩行者用
現行の法律、またはその運用では、全 のモビリティの向上と中心市街地の活
道路における路面電車の通行の規定は
国的にＬＲＴ（軽快低床電車によるシス 性化に寄与することから、中心市街地
く、車両の通行規定を準用した取扱いを
テム）導入が進められようとしてる現状 や駅前広場へのＬＲＶの乗り入れが地
している。そもそも、車両はその通行に
において、軽快低床電車（以下ＬＲＶとい 方都市中心に進められようとしている。
定まった方向性はなく歩行者への安全
う）による中心市街地やターミナル乗り その際の歩行者の安全を確保するため
性は低いものの、軌道を走行する路面
入れの際に、欧米におけるトランジット の方策として、軌道や道路の構造的改
電車は車両と比較してはるかに安全性
モールの形態を採ろうとする時、安全対 良やＬＲＶが走行するときのみ歩行者用
は高い。現実に道路の安全な通行を管
策用の柵やガードを備えなければなず、 道路や歩道にガードマンを配置したり、
理する都道府県警察は、歩道空間に路
人の自由な往来の妨げになる。そして、 ＬＲＶが警告ホーンを鳴らしながら徐行し
面電車が走行するというき、安全策や
その柵やガードがあるために歩行空間 て運行すれば安全の確保は可能と考え
ガードが必要という。せっかくの歩行空
のフレキシブルな利活用を阻害すること る。ＬＲＶが走行状態にない空間に歩行
間も柵があったのでは自由な人の往来
を阻害する柵やガードはその必要性は
になる。
や、開放的な空間は得られない。
ない。

A

軌道敷内の
軌
通行に関し 要望①案
て、通行がで 道敷内の通行に関して、道路標識等に
きない車両 より路線バスが通行できる規定を設け
要望②案
のうち路線バ る。
スについて 道交法21条第1項のトロリーバスを路線
通行を可能と バスに変更する。あるいは路線バスを
する規制緩 追加する。
和

A

実習期間の延長：当社の研修生は研修
外国人研修
期間10ヶ月、実習期間2年2ヶ月（トータ
生・技能実習
ルで3年間）となっている。可能であれ
制度につい
ば、今後はトータルで5年間の研修・実
て
習期間を希望（特に実習期間の延長）

道路交通法第21条第2項3号の規定に
ある道路標識等によりバスの軌道敷内
の走行が可能になれば、バスの運行が
道路の渋滞に巻きこまれることなく定時
性・速達性が保たれ、しかも路面電車と
の乗り継ぎの利便性も高まる。また、実
態として活用のないトロリーバスに替え
て（加えて）路線バスとすることにより同
様の効果が期待できる。

道路交通法第2条第1項8号
道路交通法第9条 (歩行者用道路を通
行する車両の義務）
道路交通法
第16条
（車両及び路面電車の交
通方法)

地方の公共交通は、過度に依存した車
社会のなかにあってその利便性や存在
価値が薄れ始めています。しかしなが
ら、道路の渋滞や環境問題、中心市街
地の衰退という社会問題に対する方策
として公共交通の利便性向上は大切な 道路交通法第21条第1項及び同条第2
ことです。その際、公共交通の優位性を 項3号（軌道敷内の通行）
確保するためにも、定時性やアクセス向
上をはかり、市民の足として確立する必
要があります。また、道路空間の有効活
用は地域再生にも繋がり、モビリティ改
善に寄与するものと思量する。

当社の研修生はこれから実習生になる
段階で、まだ3年間を修了した者はいな
いが、日本人の職員に置き換えてみて
も3年間というのは時間的に短い在職期
間と感じられる。何より、3年間では指導
難民法
可能な技術にも限界がある。実習期間
が長くなれば、より高度な技術の指導も
対応可能となるのでは。取得した知識・
技術を完全に身に付ける為にも時間が
欲しいと感じる。

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

道路交
通法第１
０８条の
２第１
項、第３
項、道路
交通法
施行規
則第３８
条の３

道路交通法
により規定さ
れている講
習は、都道
府県公安委
員会が実施
することと
なっており、
道路におけ
る交通の安
全に寄与す
ることを目的
とする公益法
人その他の
者で、講習を
行うのに必
要かつ適切
な組織、設備
及び能力を
有すると都道
府県公安委
員会が認め
る者に対して
は、講習の
実施を委託
することがで
きる。

措置
の分
類

ｃ

ｂ

ｃ

ｄ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

道路交通法により規定されている講習
は、各都道府県公安委員会が実施する
こととなっており、一つの民間企業が、
講習を一元的に実施するためには、少
なくともすべての都道府県公安委員会
からの委託が必要となる。
なお、法定講習以外の一般的な交通
安全教育については、特段の規制はな
く、現在でも民間企業を含めた各種団体
等が、それぞれ工夫した機材、教材を
活用して、幅広く実施している。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

以下の点をご教示いただきたい。
①「道路における交通の安全に寄与することを目
的とする公益法人その他の者で、講習を行うのに
必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公
安委員会が認めるもの」（道路交通法施行規則第
三十八条の三）とあるが、公安委員会は具体的に
どのように認定しているのか。
② 道路における交通の安全に関する講習を行う
のに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有す
るものであれば、「道路における交通の安全に寄
与することを目的とする公益法人その他の者」で
あるか否かは重要でないようにも思えるが、こうし
た要件を定めている理由は何か。
③道路における交通の安全に関する講習を行う
のに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有す
る複数の事業者のうちから、市場化テストによっ
て、質と価格に優れた事業者を選定して事業を委
託する方が、交通安全講習の質の向上、コストの
削減に資すると思われるが、この点に関する貴庁
の見解を伺いたい。また、その際、要望者からの
再検討要請にあるとおり、研修の内容が全国一律
である点を踏まえ、各都道府県公安委員会が個
別に委託する方法に代えて、全国一元的に価格と
質に優れた事業者を市場化テストにより選定する
方が適切と思われるが、この点についても貴庁の
見解を伺いたい。
なお、要望者からの再検討要請は以下の通り。
『各都道府県で行っている研修は、全国一律の内
容であり、共通な部分の運営を各都道府県公安
委員会が実施するよりも民間企業が一元的に行う
ほうが効率的及びコストダウンにつながるのでは
ないでしょうか。』

措置
の分
類

c

b

c

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

【①及び②に係る回答】
現行法令において、「道路における
交通の安全に寄与することを目的とす
る公益法人その他の者」という規定は委
託先の対象を特段限定しておらず、道
路交通法に規定されている講習を行う
のに必要かつ適切な組織、設備を有す
ると都道府県公安委員会が認める者で
あれば委託を受けることは可能である。
【③に係る回答】
道交法に規定されている講習は都
道府県公安委員会の事務であり、各都
道府県公安委員会が委託の主体である
ことから、全国の免許関係事務を一括し
て委託することは不可能である。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

z05033

外国人研
警察庁・法 修生・技能
務省
実習制度
について

5061

5061003

ゴウダ株式
会社関東工
場

3

A

外国人研修
生・技能実習
制度につい
て

人数枠の拡大：現状従業員の関係で、
研修生の受け入れ人数が10名となって
いる。年に受入可能な人数枠の拡大を
希望

現在、インドネシアから研修生を受け入
れています。研修生を受入したことで、
各自が指導の為に業務の見直しを行う
事が出来たこと、若くて教育された礼儀
正しい外国人研修生がいることで、研修
難民法
生の配属部署が活気付いた等、利点が
多数挙げられる。また、現在の人数枠
以上に受け入れることは可能であり更
に制度活用の機会を広げて頂ければと
希望する

z05034

外国人研
警察庁・厚 修生・技能
生労働省 実習制度
について

5061

5061004

ゴウダ株式
会社関東工
場

4

A

外国人研修
保険加入の見直し：技能実習生が加入
生・技能実習
する各種保険について、厚生年金や雇
制度につい
用保険等の免除を提案したい
て

実習生に義務付けられている厚生年金
保険や雇用保険等、日本に期間限定で
難民法
滞在する実習生にとってはメリットが少
ないが負担が大きいと感じられる為

研修技能実
研修・技能実習期間を現行の3年から5
樹脂成形技術の習得
習制度期間
〜6年に延長してほしい
の延長

当社鶴見工場は研修制度に基づきイン
ドネシア研修生を長年受け入れておりま
す。コンプライアンスをモットーに問題な
く成果を充分挙げていると自負しており
ます。当社の事業における研修制度の
役割と重要性は時間と共に高まり、いま
や計画の基本条件の一部となるところ
までに伸長してきました。しかし、残念な
事には3年間という限られた期間ではオ
ペレーションと品質管理の習得に終わ
難民法
り、折角身につけた知識と高度な技術を
更に発展させ、金型交換作業や他部門
との連携作業などの高度な技術、作業
に従事してもらうことことができません。
研修生の能力が高ければ高いほど、そ
れを発揮し技術を移転するという制度本
来の目的の達成が妨げられており、残
念でなりません。これら上記の理由によ
り、制度の期間延長を切にお願いするも
です。

z05035

z05036

研修技能
警察庁・法 実習制度
務省
期間の延
長

警察庁

交通安全
講習

5064

5072

ニチアス株式
会社鶴見工
場

5064001

5072003

民間企業

12/22

1

3

A

B

交通安全講
交通安全講習の市場化テスト
習

現在、警視庁、財団、特殊法人等で開
催されている交通安全講習を一元的に
行う。また、講習にe-learningを取り入れ
ることにより、いつでもどこでも受講でき
るしくみを提供するほか、アニメーショ
ン、動画などを使った、事故時のシュミ
レーション体験など豊富な教材を整備す
る。

交通安全講習を一元的に行うことによ
り、全国一律な講習が可能となるほか、
運用コスト（施設費、人件費）が大幅に
削減される。また、豊富な研修カリキュ
ラムや多種多様な教材が使えることに
より、受講者側の理解度や受講率の向
上が図られ、事故率の低減を目指す。

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

道路交
通法第１
２８条、
道路交
通法施
行令第５
２条、道
路交通
法施行
規則第４
２条、会
計法、日
本銀行
法等

制度の現状

交通違反反
則金のクレ
ジットカード
による決済
は行われて
いない。

物品購入代
金の支払い
は、会計法
等の規定に
基づいて実
施されてお
り、通常業者
等の口座へ
の振り込み
による支払い
が行われて
いるが、海外
のホテル等
で宿泊料等
会計法
を支払う際
等
に、見積書の
入手、海外
送金等の便
宜上の理由
から、責任者
を会計法上
の分任支出
担当官に指
定し、クレ
ジットカード
による支払い
を行っている
ところ。

刑法（明
治40年
法律第
45号）第
185条〜
第187条

いわゆるカジ
ノについて
は、刑法の
賭博罪との
関係から、そ
の実施に当
たっては、新
たな立法措
置が必要で
ある。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

d

c

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

公金収納は、会計法等に基づいて行
われており、本件について当庁が代表
して回答できる立場にない。
なお、反則金のクレジットカード決済に
ついては、以下のような問題が想定され
る。
〇 交通違反反則金は一種の制裁措置
であって、反則金の納付と引き換えに、
公訴を提起されず、又は家庭裁判所の
審判に付されないこととされる制度であ
り、反則金を納付するかどうかは憲法第
３２条の裁判を受ける権利との関係から
反則者本人の自発的な意思によること
が必要であるため、その都度反則者本
人の意思を介在させるシステムとする
必要がある。
〇 信販会社が、現行の反則金制度
（仮納付については、告知書に基づいて
告知の翌日から７日以内に、納付につ
いては、通告書に基づいて通告の翌日
から１０日以内に納付）を前提として、公
安委員会に新たな事務負担を生じさせ
ることなく、日本銀行の歳入代理店とな
り、又は歳入代理店の歳入事務取扱機
関となる場合は格別、クレジットカード決
済の新システムにおいて、新たな公安
委員会の事務が生じ、又は追加的な費
用支出が必要であるならば、反則金制
度の趣旨を踏まえると 道路交通法の

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クレジット
カード会社が、「責任と公正の確保」、「収納の確
実性」において、現行制度と同等のものが確保で
きることを証明するには具体的にどのような手続
きを取れば良いか具体的に明示いただきたい。
②「歳入金の国庫収納という法律要件とこれに伴
う法律効果の発現との関係等について、個々の法
令を所管する各府省において十分に検討が必要
である」と回答されているが、具体的に関係する府
省について明示いただきたい。また、具体的に関
係府省とクレジットカード会社側が検討できる場を
設けていただきたい。
③「刑法第32条の裁判を受ける権利との兼ね合い
から反則者本人の自発的な意思を介在させるシス
テムが必要」とのご指摘であるが、クレジットカード
による納付についても、現金納付と同様、本人の
意思を介在させたる納付手段の１つであるため、
刑法第32条の権利を奪うものではないと考える。
④「インターネットによる納付の場合、誤入力がな
かりの件数発生し、是正のための事務量が増加さ
れる」とのご指摘であるが、既に国民年金等にお
いてもインターネットバンキングを活用した電子納
付が実施されており、誤入力が発生しない仕組み
を作ることでクリアできると考える。
⑤「反則者のために、クレジットカード決済導入に
よる新システムを公費にて構築することは適当で
はない」とのご指摘であるが、クレジットカード決済
を導入することにより、仮納付率が向上し、本納付
の事務効率化が図れ、結果として公費の削減につ
ながるものと考える。まずは、新システムの構築も
含めたクレジットカード決済導入について、本格的
にご検討いただき、発生する初期コストやその後
のランニングコストとクレジットカード決済導入によ
るコスト削減・業務効率化の効果を比較いただい

今後も現行法令で対応し得る範囲内に
おいて、個別の事情等を考慮し、必要
があれば適宜クレジットカードの使用の
是非を検討する。

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海外における調達・支払業務
において既にクレジットカード決済を導
入いただいていることは理解できる。し
かし、今回要望している内容は、諸外国
のように国内における物品調達・支払業
務におけるクレジットカードシステムを活
用したコスト削減や業務効率化である。
既に既存の会計機関により適正な運用
が行われているとのことであるが、再度
諸外国の導入事例等をご確認いただ
き、国内の調達・支払業務についてもご
検討いただきたい。
②また、金融庁・財務省からの回答にあ
る通り、「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」により、物品調達・支
払業務が電子化される予定であれば、
その計画の中でクレジットカードシステ
ムの導入についてもご検討いただきた
い。」

カジノについては、刑法の賭博罪との関
係から、その実施に当たっては、新たな
立法措置が必要である。また、カジノ実
施に伴い、暴力団や外国人犯罪組織等
の関与のほか、少年の健全育成への悪
影響、地域の風俗環境の悪化等が懸念
され、カジノの実施を検討する場合に
は、これら諸問題を十分に考慮すること
が必要である。したがって、カジノを実施
するための立法が検討される場合に
は、警察庁としては、これらの治安上の
観点から、その議論に加わり、必要な意
見を申し述べてまいりたい。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

措置
の分
類

c

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）
公金収納は会計法等に基づいて行われており、
本件について当庁が代表して回答できる立場にな
いことは前回回答したとおりである。
なお、クレジットカードによる納付は、第三者が納
付義務者に替わって国庫に立替払いを行おうとす
るものであり、クレジットカード会社から国庫への
立替払いが、仮納付期限等に間に合わなかった
り、不能になったりした場合には、違反者の意図し
ないところで刑事手続きに移行するなどのおそれ
があり、本人に刑事上の不利益を生じさせないよ
うなシステムの構築とチェックが必要となる。また、
国民年金のようにあらかじめ把握された納入義務
者が定期的に定額の金銭を納付するものではな
く、その納付は、不特定かつ極めて多数の者に
よって犯される交通違反に関するものであり、イン
ターネット納付による場合には、法所定の一連の
手続を行うに際して必要な、膨大な数の違反者・
違反行為・反則金の額相互に関する確実な照合、
反則金の仮納付ないし本納付の有無等の確認、
誤納付防止のためのシステム構築とチェックも必
要となる。
これらのことを考慮すれば、クレジットカード納付を
導入すれば、警察の事務負担の増加ないしシステ
ム構築のための費用負担は膨大なものになるお
それが認められる。
また、交通違反反則金は、一定の交通違反を犯し
た違反者が制度の適用を受けようとする場合に納
付すべき一種の制裁金であって、これを納付した
場合には公訴を提起されず、又は家庭裁判所の
審判に付されないこととされる制度であるところ、
これを納付するか、納付せずに刑事手続の適用を
受けるかどうかについては、違反者の自主的な選
択に委ねられており、納付率の向上を目的とする
ような性質のものではない。
以上のことから 交通違反の反則金のクレジット

意見①については、御指摘を踏まえ、国
内の調達・支払業務についても、現行法
令で対応し得る範囲内において、個別
の事情等を考慮し、必要があれば適宜
クレジットカードの使用の是非を検討す
る。

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、韓国国民に対する査証免除の
恒久化については、現在、実施されてい
る期間限定査証免除の実施結果や、我
が国における犯罪状況等を踏まえ、政
府内で総合的に検討することとしている
ところであるが、いずれにせよ、両国治
安当局間で緊密な連携を図ることが重
要と考えている。

要望事項
（事項名）

z05037

交通違反
に係る反
則金（罰金
警察庁・財 は除く）の
クレジット
務省
カード決済
の導入の
件

z05038

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

意見②については、当庁は代表して回
答する立場にない。

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

管理コード 所管省庁

全省庁

z05039

カジノ実現
警察庁・法
に必要な
務省
法整備

z05040

外国人旅
行者に対
警察庁・外
する査証
務省
手続きの
緩和

要望主体
管理番号

5075

5075

5085

5085

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

5075001

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）

5075002

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）

5085006

東京都

5085007

東京都
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要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

1

2

6

7

要望事項
（事項名）

2006/1/1814:43

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）

根拠法令等

【現状の課題】
①基礎データの反
映まで約１０日間を要しており、仮納付
の照合作業に支障が出る。②現金納付
しか認められていない為、仮納付段階
での納付率が向上しない。よってその後
の督促や本納付書の交付等事務コスト
道路交通法の反則金
が新たに発生している。
債権の立替払いの制限
【対応案】
警察庁・都道府県
警間で反則者認定・反則金額等のデー
タを即時反映させる。その上でクレジット
カード納付を導入すれば反則者側と収
納者側双方にメリットが生じる。
※続きは「その他（突起事項）」欄に記載

※要望理由の続き【対応案による反則
者側のメリット】
・インターネット
決済により、２４時間いつでも支払い可
能で、時間効率があがる。
・予期しない支払いにたいして、クレジッ
公金
トカード決済（分割払い等）により、家計
管理ができる。
【対応案によ
る収納者側のメリット】
・新たな
収納チャネルの追加により、仮収納率
の向上が可能になる
・
住民生活の利便性向上に寄与。

A

○国に対し、クレジットカード会社が、反
交通違反に
則者に替わり立替払いを行う。 ○納
係る反則金
交通違反の反則金をクレジットカードで 付書発行時の窓口におけるクレジット
（罰金は除く）
決済することにより、反則者の支払い利 カード決済やインターネットによる、クレ
のクレジット
ジットカード決済さらに違反時に即時ク
便性を高め収納率の向上を図る。
カード決済の
レジットカード決済を可能とし納付手段
導入の件
の多様化を実現する。

A

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

A

・カジノを実現するために、必要な法整
備を行うこと。
カジノ実現に
・その際に、地域の実情に即したカジノ
カジノ開設
必要な法整
運営を可能にするしくみとするなど、地
備
方自治体の意向を十分踏まえるよう留
意すること。

・カジノは、有力な観光資源であり、新た
なゲーミング産業として、経済波及効果
や雇用創出効果が大いに期待できる。 刑法第１８５条〜１８７条（賭博および富
・カジノは、現行法では、刑法の賭博お くじに関する罪）
よび富くじに関する罪で規制されており
実施することができない。

A

・観光目的で来訪する旅行者に対して
は、一定要件（出入国管理及び難民認
定法別表第一に掲げる「短期滞在」の
外国人旅行
場合、往復予約済航空券を所持してい
者に対する
る場合等）の下での査証の免除を行うこ
査証手続き
と。
の緩和
・韓国から観光目的で来訪する旅行者
に対する一時的な査証免除について
は、将来的にはその恒久化を図ること。

日本を訪れる外国人旅行者は、日本人
海外旅行者の４分の１に過ぎなかったと
いう状況に対し、都は、千客万来の世界
都市・東京の実現を目指して、「東京都
観光産業振興プラン」を策定し、外国人 出入国管理及び難民法
旅行者を増加させるための具体的な施 外務省設置法
策を展開している。
今後、外国人旅行者数の拡大を図るた
めには、不便を来たしている現在の査
証制度を改善することが必要である。

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ト削減や業務
プロセスの効率化を実現いただきたい。
ついては、会計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。

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。

【ご参考：クレジットカードシステムを導
諸外国では、既にクレジットカードシステ
入している諸外国】米国、イギリス、フラ
ムを導入し、政府物品調達・支払業務に
ンス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ノ
おけるコスト削減・効率化において大き
ルウェー、スペイン、スウェーデン、オー
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 会計法（第10条〜第28条）、予算決算及 ストラリア、香港、韓国、ニュージーラン
スト削減効果があると推定されている。 び会計令（第38条〜第63条）、契約事務 ド、シンガポール、台湾、タイ、カナダ、
アルゼンチ、ブラジル、コスタリカ、プエ
従って、日本においても物品調達・支払 取扱規則（第1条〜第27条）
ルトリコ等※物品調達に限定するもので
業務にクレジットカードシステムを導入
はなく、政府からの様々な支出において
することによる、コスト削減・効率化効果
クレジットカードシステムを導入している
が見込めるものと考えるため、関係府
国々
省において検討をお願いしたい。

「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

制度の現状

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

風俗営
業等の
規制及び
業務の
適正化
等に関す
風営法では、
る法律
深夜におけ
（昭和23
る酒類提供
年法律
飲食店営業
第122
の営業制限
号）第33
地域の規制
条第４
は、地域の
項、風俗
実情を踏ま
営業等
える必要が
の規制
あることか
及び業務
ら、施行令第
の適正
15条で定め
化等に関
る基準の範
する法律
囲内で、都道
施行令
府県条例で
（昭和59
定めるものと
年政令
されている。
第319
号。以下
「施行
令」とい
う。）第15
条

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｂ

d

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

深夜における酒類提供飲食店営業の営
業制限地域の規制に関しては、施行令
第15条で定める基準により地域の実情
を踏まえて都道府県条例で定めるもの
とされており、具体的な地域の指定・変
更に当たっては、当該都道府県の判断
により条例の改正の是非が検討される
べきものと考える。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

再開発地区計画等を定めた地域におい
て、その内容に沿って、風俗営業法よる
用途規制も柔軟に規制すべきであると
考える。自治体の定める条例において、
地域の実情を踏まえ、用途規制につい
ても弾力的に運用すべき旨検討いただ
き、自治体に対し、その旨周知いただき
たい。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

b

d

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

具体的な施策については、現在、在
留管理に関するワーキングチーム等に
おいて、関係省庁で検討を行っていると
ころであり、その具体的内容、主体、措
置時期については、示す段階にはな
い。

風営法第３３条第４項は、都道府県がそ
の条例制定権に基づき、地域を定め
て、深夜において酒類提供飲食店営業
をに営むことを禁止することができるとし
ているが、この制限は、善良の風俗と清
浄な風俗環境の保持又は少年の健全
な育成に障害を及ぼす行為を防止する
ためのものである。この営業禁止地域を
定める基準は、「地域の指定は、住居集
合地域内の地域について行うこと」（風
営法施行令第15条第１号）とされている
が、この「住居集合地域」とは、「住居が
多数集合しており、住居以外の用途に
供される土地が少ない地域」（同令第６
条第１号イ）であり、都道府県の条例で
は、これを受けて都市計画法第８条第１
項第１号の用途地域に応じて営業禁止
地域を定めていると承知している。この
営業禁止地域の追加・変更は、地域の
実情に精通した都道府県が風営法の目
的に照らして判断すべきであり、現行に
おいても、各都道府県の条例で定める
営業禁止地域の定めに差違があるな
ど、地域の実情に応じた営業禁止地域
が指定されていると認識している。今後
の営業禁止地域の変更等の必要性に
ついても各都道府県で一律ではないこ
とから、当該都道府県が地域の実情に
応じて自主的に判断すべきであり 国が

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

管理コード 所管省庁

z05041

要望事項
（事項名）

在留資格
警察庁・法
審査の厳
務省
格化

z05042

地区計画
等が定め
られた地区
警察庁・国
における、
土交通省
風営法の
運用の合
理化

z05043

技能実習
警察庁・法
制度の期
務省
間延長

z05044

警察庁・法
務省・外務
省・財務
省・厚生労
働省

海外企業
からわが
国企業に
派遣される
長期出張
者向け在
留資格の
整備

要望主体
管理番号

5085

5090

5097

5109

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

5085008

東京都

5090009

（社）不動産
協会

5097001

株式会社
TOKIRON

（社）関西経
済連合会

5109006

14/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

8

9

1

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

・外国人登録証のＩＣ化による偽造対策
在留資格審 等を推進することで、在留資格審査の
査の厳格化 一層の厳格化を図り、不法滞在者の退
去強制に資するように図ること。

A

地区計画等
が定められ
た地区にお
ける、風営法
の運用の合
理化

風営法第33条において、政令で定める
基準に従い都道府県が条例で定めると
ころにより、地域を定めて、深夜におい
て酒類提供飲食店営業を営むことを禁
止することができるとしている。
都市計画法に基づく地区計画等を定
め、建築物等の用途の制限を定めた場
合などにおいては、定められた用途制
限を勘案し、風営法の規制内容を個別
に定めるなど、弾力的な運用を、また都
市再生緊急整備地域内においては、誘
導すべき用途内であれば、風営法の適
用から除外するなどの運用も検討すべ
きである。

A

技能実習制
度の期間延 実習以降後の現行制度の期間延長
長

A

海外企業か
らわが国企
業に派遣さ
れる長期出
張者向け在
留資格の整
備

我が国の工場等に導入された設備・装
置の確認を行う技術者等、実質的に就
労を目的として上陸する長期出張者向
けに、現行の短期滞在査証及び資格の
最長期間である90日を超え、180日程度
の在留を可能とする査証（有効期間内
は複数回の出入国が可能な数次査証）
や、資格を整備して頂きたい。また、そ
の際に我が国の関係官署にて必要とさ
れる手続や、許可にかかる手間・時間
等については、「技術」など、１年または
３年の在留を認める資格との比較にお
いて軽減される形で諸法令を整備して
頂きたい。

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

留学・就学、研修、興行、日本人配偶者
等の資格で入国する者の中には、在留
資格は名目だけで、当初から不法就労
等を目的としている者が数多く存在して
いる。国においても、入国審査時の指紋
採取及び写真撮影の実施に向けた検
討やＩＣチップ付きの新型旅券の導入を
進めるなどの取組が進められている。し
入出国管理及び難民認定法
かし、不法滞在者の多くは不法残留者
であり、日本国内における不法滞在者
の摘発強化が課題である。昨今、偽・変
造旅券に加えて、精巧な偽造外国人登
録証も発見される等、不法滞在者が摘
発を逃れる手段も悪質巧妙化しており、
摘発を一層促進するためにも必要な措
置であり、求めるものである。

施行令第15条において、政令で定める
基準は、住居集合地域内で必要最小限
度とする事とされている。一方、東京都
の法律施行条例では、住居集合地域を
一低、二低、一中高、二中高、一住、二
住、準住居とし、地区計画等で建築物
等の用途の制限を定めた場合について
も、一律な運用がなされている。

風営法の規定を一律的に運用された場
合に、地区によっては、夜間の健全な賑
わい創出や２４時間型活動へのサービ
スといった都市の魅力づくりに支障とな
風営法第33条
るケースも考えられるため、地区計画等
によって計画的に誘導できる地区にお
いては、地区の実情にあった規定とする
ことが合理的と考えられる。

機械組立て仕上げ作業は、技術の熟練
度合い求められる為実習生移行後の
２・３年では、短く思われる為､期間延長
を強く望みます。

機械組み立て仕上げ作業工程は、多岐
に亘る為実習移行後、期間延長する事
により確かな技術移転が可能となり、本
出入国及び難民認定法
制度の質的向上するものと確信いたし
ます。是非、受入期間延長をお願い致し
ます。

我が国に拠点を有さない企業に所属す
る外国人が出張ベースで上陸するに当
たっては、「研究」・「技術」・「人文知識・
国際業務」等の資格取得は申請から許
可に至る手続に無用の手間と時間を要
することから回避し、「短期滞在」資格で
の出入国を繰り返すケースがあると考
えられる。双方の資格の狭間を埋める
意味で180日程度の在留・就労が可能
な査証・資格を新たに整備することが、
送出し側と受入れ側の何れにとっても
便益に適い、長期出張者の我が国にお
ける法的地位の安定を図ることにもつな
がると期待される。

・規制改革・民間開放推進三か年計画
（改定）
・出入国管理及び難民認定法第２条の
２、別表第１
・出入国管理及び難民認定法第７条第
１項第２号の基準を定める省令
・第３次出入国管理基本計画
・諸外国との租税条約
・所得税法
・労働基準法
・国民健康保険法
・国民年金法

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

道路交
通法第７
０条、及
び第７１
条５号の
５

（１）自動車
又は原動機
付自転車を
運転する場
合において
は、当該自
動車等が停
止していると
きを除き、携
帯電話用装
置、自動車
電話用装置
その他無線
通話装置を
通話のため
使用し又は
当該自動車
等に取り付
けられ若しく
は持ち込ま
れた画像表
示装置に表
示された画
像を注視しな
いこと。
（２）車両等
の運転者
は、当該車
両等のハンド

未成年者喫
煙禁止法第
４条では「煙
草又ハ器具
ヲ販売スル
者ハ満二十
未成年 年ニ至ラザ
者喫煙 ル者ノ喫煙ノ
禁止法 防止ニ資ス
第４条 ル為年齢ノ
確認其ノ他ノ
必要ナル措
置ヲ講ズル
モノトス」と規
定されてい
る。

退職した国
家公務員の
再就職につ
いては、国家
公務員法第
１０３条第２
項及び第３
項 におい
て、人事院規
則の定めると
ころにより人
事院の承認
を得た場合
を除き、離職
国家公
後２ 年間
務員法
は、営利企
業の地位で、
その離職前５
年間に在職
していた人事
院規則で定
める国の 機
関又は特定
行政法人と
密接な関係
にあるものに
就くことを承
諾し又は就
いてはならな

措置
の分
類

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

ｄ

喫煙等運転中における行為について
は、その態様が様々であることから、自
動車等の運転中における携帯電話等の
使用と同様の罰則は設けられていない
が、運転中の喫煙等の行為により交通
事故を起こすなど、実際に交通の危険
を生じさせた場合には、安全運転義務
（道路交通法第７０条）違反が成立する
こととなり、現行の規定により対応可能
である。

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。「「運転中の喫煙等の行為により
交通事故を起こすなど、実際に交通の
危険を生じさせた場合には、安全運転
義務（道路交通法第70条）違反が成立
することとなり、現行の規定により対応
可能である。」との回答ですが，対応さ
れた事例はないのでは。運転中（二輪
車を含む）に喫煙している事例は少なく
ない現実の実態があり，片手運転，火
傷・車内火災，煙による視界不良，視力
低下，視野狭窄，火消し，灰落とし，注
意散漫などで事故を誘発するリスクや
事故事例が否定できないので，交通事
故防止のために，第71条の運転者の遵
守事項に入れるべきです。」

c

インターネットによる販売においては、
対面販売に比して年齢確認が十分に行
われないおそれがあり未成年者の喫煙
防止の観点からは好ましくない。未成年
者喫煙禁止法では、煙草等を販売する
者は、年齢確認その他の必要な措置を
講じるものとしているところであり、未成
年者の喫煙防止対策に関し、関係省庁
とも協力して検討してまいりたい。 他
方、インターネットを利用して煙草、酒類
等の販売が広く行われている実情をか
んがみれば、インターネット販売そのも
のを直ちに一律に禁止することは困難
であると考えられる。
なお、インターネットによる販売について
も、未成年者が自用に供することを知っ
て販売した場合には、同法により処罰さ
れることとなる。

要望者から以下のような再意見が寄
せられていますので再検討をお願いし
ます。『インターネットにより未成年者が
タバコを購入できない実効的な方法が
講じられない限り，禁止とする法的整備
が必要です。ＩＣカード式タバコ自動販売
機の導入により，未成年者が自販機で
買えなくなったとしても，ネットで買うこと
ができる状況への早期の対処がなされ
なければ，未成年者のタバコ購入防止
の実効性があがりません。』

退職した国家公務員が企業や関連団体
団体へ再就職することを一律に禁止す
ること
は、職業選択の自由等の問題もあり、
慎重に検討すべき問題と思料される。
なお、現行においても、営利企業へ
の就職については、国家公務員法第１
０３条によ り、制限されているところ。

要望者から以下のような再意見が寄せられてい
ますので再検討をお願いします。『（１）国家公務員
法第103条第2項で「職員は、離職後２年間は、営
利企業の地位で、その離職前５年間に在職してい
た人事院規則で定める国の機関、特定独立行政
法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるもの
に就くことを承諾し又は就いてはならない。」として
いますが，２年間であることの根拠があるわけで
はなく，また再就職による関連企業等への利益誘
導事例が先般日本道路公団を舞台にありました。
役職者については年限を設けずに禁止することが
必要な事例です。 例えば，財務省の役職者が，
現にＪＴの役職者として天下っています。例えば現
ＪＴ会長は財務省元主計局長であり，副社長の一
人は元造幣局長であるなど，行政機関が管理監
督権限を有する企業に迂回して就職していること
は，癒着を生み，利益誘導を有する可能性が否定
できないので，行政の公平性を損なわせないため
に，天下りによる関連企業等への利益誘導が絶
対に起こらないような保証制度が創設されない限
り，役職者については年限を設けずに禁止するこ
とが必要です。（２）省庁の幹部職員が，定年前に
辞め，管理監督権限を有する企業や関連機関に
再就職する慣習がある場合があって，それが癒着
や利益誘導を有する可能性が否定できないケー
スがあることが懸念されます。このような慣習は原
則的に止めるべきではないでしょうか。』

Ｃ

措置
の分
類

c

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

運転中の携帯電話の使用に対して個別
に罰則規定を設けたのはその行為が事
故実態からも特に危険な行為であるた
めであり、運転中の喫煙、読書、飲食等
あらゆる行為についてはその形態及び
危険性がさまざまであるため個別に罰
則規定を設けてはいないが、事故につ
ながる原因の一つとなることは認識して
おり、今後とも安全教育を実施し、事故
防止に務める所存である。

c

前回回答のとおり、インターネットを利用
した煙草等の販売そのものを禁止する
ことは困難であるが、インターネットを利
用した販売においても、未成年者の喫
煙を防止するため年齢の確認その他の
必要な措置が適切に講じられるように
関係省庁と協力して努めてまいりたい。

c

国家公務員の再就職規制については、
国家公務員法等の規定により行われて
おり、本 制度については当庁で所管し
ているものではなく回答する立場にはな
いが、一般的に職 業選択の自由等の
問題もあり、退職した国家公務員が企
業や関連団体へ再就職することを一律
に禁止することは、慎重に検討すべき
問題と思料されるところ。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

z05045

専門的・技
警察庁・法
術的分野
務省・外務
の労働の
省・厚生労
範囲の見
働省
直し

z05046

運転中の
運転者の
喫煙を禁
止する措
置

警察庁

z05047

タバコのイ
警察庁・財 ンターネッ
務省
ト販売の禁
止

z05048

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

全省庁

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

5109007

（社）関西経
済連合会

5110

5110003

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会

5110

5110011

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会

5110014

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会

5109

5110

15/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

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）

例示した各産業における労働は対人
サービスであることから、機械化等によ
る効率化が著しく困難である一方、労働
力供給の不足も認められ、外国人留学
生・就学生による資格外活動（アルバイ
ト）をもって需給ギャップが一部埋められ
ているとの指摘もある。また、外国人の
在留が長期化・定住化傾向を示すと共
に、国を挙げての戦略を進めた結果とし
て観光目的での外国人の入国も増加す
る中で、受入れ国としての環境の整備も
急務である。

・出入国管理及び難民認定法第２条の
２、別表第１
・出入国管理及び難民認定法第７条第
１項第２号の基準を定める省令
・第３次出入国管理基本計画
・平成17年版通商白書
・ビジット・ジャパン・キャンペーン

現在の在留資格は我が国の実態に見
合っていない面がある。専門的・技術的
分野の労働と、いわゆる単純労働との
二分法から脱し、いわば中間技能を有
する外国人の受入れを検討するなど、
全体を見直すべきと考えられる。

A

外国人が我が国において、外食産業
（ウェイター、ウェイトレスなど）、観光産
業（ツアーガイドなど）、介護産業（介護
専門的・技術 福祉士、ホームヘルパーなど）等のサー
的分野の労 ビス業に従事することができるよう、一
働の範囲の 定の公的資格の取得、実務経験、日本
語能力を身に付けていることなどを条件
見直し
とした在留資格の新設、或いは現行の
在留資格「技能」の範囲の拡大を図って
頂きたい。

3

A

運転中の運
転者の喫煙
を禁止する
措置

11

A

2008年にＩＣカード式自動販売機が導入
タバコのイン 現在インターネットでタバコが販売され， 未成年者喫煙禁止法の年齢確認を規 されると，ニコチン依存の未成年者が
ターネット販 購入できるが，購入者の年齢確認がで 定する第四条が空洞化する可能性があ ネットで買うようになる可能性があるの たばこ事業法，未成年者喫煙禁止法
で，年齢確認のできないネット販売の禁
売の禁止 きないので，禁止すべきである。
るので，歯止めが必要である。
止措置が今のうちから必要である。

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

7

14

2004年11から運転中の携帯電話の使
自動車事故防止だけでなく，車の窓から
用が禁止されたが，喫煙についても，片
運転中の喫煙は，運転中の携帯電話の
の灰や火のついたタバコのポイ捨てな
手運転，火傷・車内火災，煙による視界
使用禁止と同様に，危険行為であるの
道路交通法
どもなくなり，火災と危険の防止にも役
不良，視力低下，視野狭窄，火消し，灰
で，禁止するよう道交法を改正すべきで
立つことになる。また同乗者の受動喫煙
落とし，注意散漫などで事故を誘発する
ある。
防止にもなる。
ので，禁止すべきである。

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（例えばＪＴ
やたばこ協会，販売組合など）に就職す
ることは，天下りであって癒着を生み，
行政の公平性を損なうので，禁止するこ
とが必要である。

行政と，管理監督される側は，天下りな
近年，最近も，天下りによる不祥事が多
ど人事を通して癒着の事例が多くある
く見られることから，この禁止が行政改 人事院等の法令
ので，公平性と透明性のために，禁止
革上からも必須である。
が必要である。

「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

（１）提案内
容の（１）につ
いて 古物営
業を営もうと
する者は、営
業所（営業所
のない者に
あっては、住
古物営 所又は居所
業法第３ をいう。）が
条第１ 所在する都
項、第７ 道府県ごとに
条及び行 都道府県公
政手続 安委員会（以
等におけ 下「公安委員
る情報通 会」という。）
信の技 の許可を受
術の利 けなければ
用に関す ならない（法
る法律第 第３条第１
３条
項）。また、２
以上の公安
委員会の管
轄区域内に
営業所を有
する古物商
については、
「氏名又は名
称及び住所
自動車保有
関係手続
は、自動車
の検査・登録
を受けるため
道路運
に、運輸支局
送車両
等の他、市
法、自動
役所等、警
車登録
察署、都道
令、自動
府県税事務
車の保
所等、それぞ
管場所
れの行政機
の確保
関に出向い
等に関す
て手続を行う
る法律、
必要がある。
自動車
自動車の保
重 量税
管場所証明
法、自動
申請は、自
車損害
動車の保有
賠償保
者が当該申
障法、地
請に係る場
方税法、
所の位置を
地方自
管轄する警
治体条
察署長に対
例等
し、当該申請
に係る場所
を使用する
権原を有す
ることを疎明

なし

当庁との契
約の際に取
り交わされる
契約書の条
項には、当該
契約によって
発生する権
利等を一部
の場合を除
き第三者に
譲渡・継承す
ることを禁じ
る債権譲渡
禁止特約が
盛り込まれて
いるところ。

自動車 自動車の保
の保管 管場所の確
場所の 保等に関す
確保等に る法律第４条
関する法 第１項の書
律第４条 面の交付の
第１項、 申請に係る
同施行 申請書の書
令第２ 式について
条、同施 は、同施行
行規則 規則の別記
第１条第 様式第１号
１項、第 に定められて
４項及び おり、全国統
別記様 一が図られ
ている。
式第１号

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

その他

再検討要請

（１）提
案内
容の
（１）に
ついて
ｃ
（２）提
案内
容の
（２）に
ついて
ｄ

（１）提案内容の１点目について 古物
商等の遵守事項（古物営業法第３章）と
して規定されている標識の掲示や管理
者の選任は営業所等に関するものであ
り、確認等及び申告や帳簿等への記載
等は営業所等においてなされるもので
あり、品触れと差止めは営業所等に所
在する古物に関するものであり、営業所
等と当該営業所等に集散する古物に着
目した内容となっている。したがって、営
業所等を管轄する公安委員会でなけれ
ば古物商に対する実効的な指導監督を
行うことは困難であることから、都道府
県公安委員会制度の下において、本店
所在地を所管する公安委員会に許可申
請を行えば、それ以外の公安委員会に
対する許可申請を不要とすることは困
難である。また、営業所の管理者の氏
名及び住所など、特定の公安委員会に
係る固有の事項の変更届について、当
該公安委員会以外の公安委員会に対し
て届出を行うことにより、当該公安委員
会に対する届出を不要とすれば、当該
公安委員会が古物営業の実態を適時
適切に把握することができず、古物商に
対する実効的な指導監督を行うことは
困難であることから、本店所在地を所管
する公安委員会に届出を行えば、それ
以外の公安員会に対する届出を不要と

回答では「本店所在地を所管する公安
委員会に届出を行えば、それ以外の公
安員会に対する届出を不要とすること
は困難である。」とされているが、本店
所在地の公安委員会より他の公安委員
会へ書類を回送するなどして、申請の
負担を軽くする策が取れないか改めて
検討され、回答されたい。

ｂ

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）のワンストップサービス化について
は、平成17年12月から、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働させており、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
ろである。なお、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、
システムの安定稼働や関係機関の対応
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いる。

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手続の
ワンストップサービス化については、シ
ステムの安定稼働や関係機関の対応
状況等を勘案して、平成20年を目途に
段階的に実施」とあるが、その他の手続
のワンストップサービス化の段階的実施
に関し、平成18年度における具体的な
検討項目、検討スケジュール等につい
て可能な限り詳細に示されたい。

ｄ

当庁においても、国の他の機関と同様、
逐次債権譲渡禁止特約の部分的解除
を実施しているところであるが、さらに平
成１８年１月から債権譲渡禁止特約の
解除の対象となる譲渡対象者を拡大す
る予定である。

e

御指摘の東京都、神奈川県、千葉県、
大阪府の各都府県警察では、自動車の
保管場所の確保等に関する法律施行
規則の別記様式第１号に規定されてい
る書式の要件を満たす自動車保管場所
証明申請書による申請であれば、他の
道府県警察において作成し使用してい
る当該申請書であっても受理しているこ
とを確認している。

省庁間での統一的な対応を願いたい。

全国の警察に対して様式が満たされて
いれば受理する旨、周知徹底を図られ
たい。

措置
の分
類

c

d

ｄ

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

一の公安委員会が、一括して許可申請
又は変更届出を受け、他の全ての関係
公安委員会に書類を送付することとした
場合、特定の都道府県の負担が増大す
ることが予想され、ひいては当該都道府
県民の負担の増大につながるおそれが
あり、また、逆にかかる事務に要する経
費を申請又は届出を行う業者に負担さ
せることは、小規模な業者も多いという
古物商の現状を踏まえれば適切でない
ため、当該制度を採用することはできな
い。さらに、変更届出に関して、営業所
の所在地等の事項については、各営業
所ごとに異なることが考えられることか
ら一括届出の手続になじみにくく、また、
通常それぞれの営業所に固有の事項で
あるため、現行のとおり、営業所を管轄
するそれぞれの公安委員会に届出を行
う制度を維持することが、業者の事務負
担の面からみても合理的であると考え
ている。

平成１８年度においては、システムの安
定稼働を維持しつつ、地域拡大や手続
の拡大に向けて関係省庁や地方公共
団体、関係団体と連携して協議を進め
ることとしている。

当庁においては、既に譲渡対象者の範
囲を信託会社、特定目的会社まで、譲
渡債権の範囲を全ての債権まで拡大し
ている。

自動車の保管場所の確保等に関する
法律施行規則の別記様式第１号に規定
されている 書式の要件を満たす自動
車保管場所証明申請書による申請であ
れば、他の都道府県警察において作成
し使用している申請書であっても、全国
の警察において受理することとなってい
る。

管理コード 所管省庁

z05049

警察庁

要望事項
（事項名）

古物営業
法の許可
申請及び
変更届出
の簡素化
等につい
て

z05050

自動車の
生産・販
警察庁・総 売・流通に
務省・財務 伴って必要
省・国土交 となる諸行
政手続の
通省
電子化に
ついて

z05051

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

z05052

全省庁

警察庁

車庫証明
書式の統
一化

要望主体
管理番号

5118

5118

5118

5118

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

社団法人
リース事業協
会

5118002

5118003

社団法人
リース事業協
会

5118006

社団法人
リース事業協
会

社団法人
リース事業協
会

5118023
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要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

2

3

6

23

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

A

古物営業法
の許可申請
及び変更届
出の簡素化
等について

古物営業法の許可申請及び変更届出
は、営業所が所在する都道府県ごとの
都道府県公安委員会宛行うこととされて
いるが、本店所在地を管轄する公安委
員会宛に申請・届出を行うことにより、
本店所在地以外を管轄する公安委員会
宛申請・届出を代用することとし、本店
所在地以外を管轄する公安委員会宛申
請・届出を不要とすること。また、本手続
きの電子化を早期に実施すること。

A

自動車の生
産・販売・流
通に伴って
必要となる諸
行政手続の
電子化につ
いて

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
については平成17年12月から稼動とさ
れ、その他の手続きは平成20年を目途
に段階的に進めるとされているが、電子
化に際しては、大量に自動車を所有す
る者の手続き等を充分に考慮すること。

A

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

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
除の対象となる契約（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会社
等）を望む。

A

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

①各都道府県公安委員会の許可を得る
ことで、変更届等は各々の公安委員会
に行うことになり煩雑である、②代表者・
役員の変更については、一の公安委員
会への届け出ることとされているが、営
業所の管理者についても同様の取扱い
とすることが望まれる、③日本全国に営
業所を展開するリース会社の多くは、行
古物営業法第3条、第7条
政に対する届出等について本社で一括
して管理を行っている。古物営業法関係
の諸手続きについて、電子化されること
により、本社で手続きを簡便に行うこと
が可能となる。この場合、各都道府県ご
とに統一されたデータ様式等によること
が望まれるため、国でデータ様式を定め
るなどの関与が強く望まれる。

電子化により、申請項目の共通化・統
一化と申請に必要な添付書類の削減化
ができれば、自動車関連業界の生産・
販売・流通に係わる申請及び手続代行
コストは大幅に軽減され、その軽減分を
直接部門へ投入することで新たな自動
車リース市場の開拓が促進され、経済
活性化に資する。

車庫証明書 現在一部の都府県で異なる車庫証明の 手続きの統一化により、全国展開する
式の統一化 申請書式を統一化を要望する
事業者の業務の効率化が図れる。

大量に自動車を所有する者が自動車関
係諸手続きを行う場合、現状では膨大
な手間がかかるが、電子化により、一括
して行うことができれば、大きなメリット
がある。特に、リース会社の税の申告・
納付事務等は膨大であり、これらの事
務作業の効率化、円滑化の観点から、
電子化を図る必要があると考えられる。

道路運送車両法、自動車登録令、自動
車の保管場所の確保等に関する法律、
自動車重量税法、自動車損害賠償保障
法、地方税法、地方自治体条例 等

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。

車庫証明申請書式は「自動車の保管場
所の確保等に関する法律施行規則」で
統一化が図られた。しかし、東京、神奈
川、千葉、大阪等一部都府県では、一
自動車の保管場所の確保等に関する
部変更された書式を使用するように指
法律、同施行規則
導されており、所在地により異なる処理
を迫られている。書式の統一につき、該
当の都府県官庁に統一書式の使用を
認めるように指導願いたい

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

自動車の保
管場所の確
保等に関す
る法律第４条
において、道
路運送車両
法第４条に
規定する自
動車の登
録、同法第１
２条に規定す
自動車 る変更登録
の保管 （使用の本拠
場所の の位置の変
確保等に 更に係るもの
関する法 に限る。）又
律第４条 は同法第１３
第１項 条に規定す
る移転登録
（使用の本拠
の位置の変
更を伴う場合
に限る。）を
受けようとす
る者は、運輸
支局等に対
して、警察署
長の交付す
る道路上の
道路交 現在、我が
通に関す 国において
る条約 は、我が国
（昭和39 の免許証を
年条約 有している
第17号。 者、条約締
約国が発給
以下
する国際運
「ジュ
ネーヴ条 転免許証を
約」とい 有している
う。）第24 者、又は我
条第１項 が国と同等
道路交 の水準の運
通法（昭 転免許制度
和35年 を有する国
法律第 の免許証を
105号） 有している者
第107条 のうち当該免
許証に日本
の２
道路交 語による翻
通法施 訳文を添付し
行令（昭 ているものと
和35年 いう３種類の
政令第 者が自動車
270号） 等を運転を
第39条 することがで
の４、第 きることと
39条の５ なっている。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｄ

ｄ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）
自動車の「使用の本拠の位置」とは、原
則として、自動車の保有者その他自動
車の管理責任者の所在地をいい、具体
的には、自動車を運行の用に供する拠
点として使用し、かつ、自動車の使用の
管理をするという実態を備えているか否
かで判断することとなる。例えば、会社
が自動車の保有者である場合、本店・
支店である営業所については、そこを営
業活動の拠点として実際に自動車を使
用しており、かつ、当該自動車の点検整
備、運行管理等その使用を管理してい
る実態があるときは、使用の本拠の位
置として認められる。したがって、自動
車の使用の本拠の位置を変更する場合
には、自動車の保管場所の確保等に関
する法律第４条の規定により、警察署長
の交付する自動車保管場所証明書を運
輸支局等に対して提出し、道路運送車
両法第１２条に規定する変更登録をす
ることとなる。なお、自動車の保管場所
証明等事務に係る「自動車の使用の本
拠の位置」の解釈基準については通達
で明確にするとともに、警察庁のホーム
ページに掲載している。また、実際に自
動車の使用を管理している場所以外の
場所を「使用の本拠」にするという手口
等の車庫とばし事案については、平成１
６年中に２５０件検挙している

従来から、ジュネーヴ条約の規定に基
づく国際運転免許証を発給していない
国であっても、我が国と同等の水準の
運転免許制度を有する国として政令で
定める国（ドイツ、フランス、スイス）につ
いては、その行政庁の免許証（翻訳文
添付のもの）による運転が認められてい
る。
今後とも、我が国と同等の水準の運転
免許制度を有すると認められる国があ
れば、その行政庁の免許証による運転
を認めていくことは可能である。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

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。
「本要望は、現行の法令がレンタカー事
業にその他の自動車保有者と同様の制
約を求めていることにより、本来必要と
される都心部などへの営業拠点設置を
妨げている。これをレンタカー事業の特
性を活かす具体的なルールを再定義す
ることにより、適正なルールのもとで、公
共交通機関としての役割を拡充し、社会
に対する利便性を向上させたいというも
のである。具体的には、レンタカー事業
者は、自己保有する営業車両の管理
を、各営業拠点において実施することが
可能であり、同一事業者の営業拠点で
あれば、『使用の本拠』としてみなし、特
段の変更は不要と考える。上記要望の
主旨を理解いただき、レンタカー事業者
に限り『使用の本拠』の定義を見直され
たい。」

「我が国と同等の水準」とあるが、その
基準を明確にされたい。日本国内にお
いてはジュネーヴ条約のみが有効で
ウィーン条約の国際免許証にての運転
は無免許とされる。（例えば、イタリアな
どはジュネーヴ条約１９４９の国際免許
も発行するが、同時にウイーン条約１９
６８も発行する。）国際的には、ウィーン
条約の国際免許証も、広く認められてい
るが、ウィーン条約の国際免許証の有
効性について御庁の見解を伺いたい。
さらにドイツ・フランス・スイスの翻訳文
添付とあるが、翻訳文の添付がなくても
対象国の運転免許の内容を理解できる
ような仕組みの導入についての見解を
伺いたい。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

d

d

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

自動車の「使用の本拠の位置」とは、原
則として、自動車の保有者その他自動
車の管理責任者の所在をいい、具体的
には、自動車を運行の用に供する拠点
として使用し、かつ、自動車の使用を管
理するという実態を備えているか否かで
判断することとなり、レンタカーの営業拠
点において、自己保有する自動車の管
理を実施することができるのであれば
「使用の本拠」とみなすことは可能であ
る。
なお、「使用の本拠の位置」から法令に
定められた距離等の要件を満たし、か
つ、使用権原を有する道路上以外の場
所において、保管場所として、必要台数
のレンタカーの保管スペースが常に確
保されることは当然必要とされる。

・ 我が国と同等の水準の運転免許制
度を有しているか否かについては、対
象となる国の法令、制度等に係る検討、
現地での調査等を行うことにより、個別
具体的に判断することとしている。
・ 我が国が加盟していないウィーン条
約の国際運転免許証については、当該
国際運転免許証を所持していても我が
国で運転することは認められない。
「翻訳文の添付」についてはドイ
ツ、フランス及びスイスの行政庁が発行
する免許証を受けている運転者の利便
を図る観点から、当該国の免許証を有
する者について、我が国での運転を認
めており、道路交通の場等において、警
察官が有効期間、運転することが可能
な車種等について判断する上で、免許
証の内容が日本語により記載されてい
ることは必要不可欠であることから、日
本語による翻訳文の添付を求めている
ものである。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

管理コード 所管省庁

z05053

z05054

要望事項
（事項名）

レンタカー
事業にお
警察庁・国
ける「使用
土交通省
の本拠」の
明確化

警察庁

日本国内
における
「国際免許
証」の規制
緩和につ
いて

z05055

警察庁・法 フィリピン
務省・外務 人看護士
省・厚生労 の受け入
れ
働省

z05056

警察庁・法 フィリピン
務省・外務 人介護士
省・厚生労 の受け入
れ
働省

要望主体
管理番号

5118

5118

5118

5118

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

社団法人
リース事業協
会

5118025

社団法人
リース事業協
会

5118029

5118030

社団法人
リース事業協
会

5118031

社団法人
リース事業協
会

17/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

25

29

30

31

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

道路運送車両法上、レンタカー車両は
「自家用車両」と定義されるが、有償貸
渡し事業に用いるため、複数の拠点で
車両を使用するなど、その使用法が特
殊である。「使用の本拠」の定義が明確
化されないまま「乗り捨て車両の有効活
用ガイドライン」などで「使用の本拠以外
道路運送車両法
の店舗での貸渡しは2週間以内は可能」
などとされている。「使用の本拠」の移転
を時間的尺度ではかるのではなく、営業
資産である車両に起因する、例えば、整
備･点検の実施、貸渡し状況の管理、自
己等の報告責任などへの責務と権限を
有する部署等と定義していただきたい。

A

レンタカー事
業における レンタカー事業における「使用の本拠」
「使用の本 の範囲を明確化されることを要望
拠」の明確化

A

海外からの旅行者等が日本国内で自動
車を運転するためには、日本の免許証
または1949年のジュネーブ協定加盟国
海外からの旅行者等が日本国内で自動
の発効する国際免許証が必要である。
日本国内に
車を運転するためには、日本の免許証 日本を訪れる海外からの旅行者等の利
近年のグローバル化の進展等により、
おける「国際
または1949年のジュネーブ協定加盟国 便性を高め、「ビジットジャパンキャン
訪日者は増加しているが、1949年以後
免許証」の規
の発効する国際免許証が必要である ペーン」に貢献するとともに、レンタカー
国内において有効な国際免許証に関す
制緩和につ
が、それ以外の国の発行する国際免許 等への経済効果が見込める。
る法令の見直しは実施されておらず、海
いて
証にも対象を拡大することを要望する。
外旅行者の利便性が損なわれている。
国内で有効な国際免許の対象を拡大す
べきである。

A

フィリピン人
フィリピン人看護士の受入を拡大してい
看護士の受
ただきたい
け入れ

フィリピン人看護士は国策的に派遣をさ
れており、一定の評価をしうる。日本に
おいては高齢化が進行しており、質の
高い看護士の確保は不可欠である。
フィリピン人看護士の受入を拡大するた
め、現行4年の就労制限を撤廃する、ま
たは4年以降も延長可能とする、フィリピ
ンでの有資格者には一定基準をもって
日本の准看護士の資格を付与するなど
の規制改革を行い、受入を拡大すること
を要望する。

A

フィリピン人
フィリピン人介護士の受入を拡大してい
介護士の受
ただきたい
け入れ

フィリピン人介護士は国策的に派遣をさ
れており、一定の評価をしうる。日本に
おいては高齢化が進行しており、質の
高い看護士の確保は不可欠である。
フィリピン人介護士の受入を拡大するた
め、「介護士」の在留資格を認めるなど
の規制改革を要望する。

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

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｂ

ｂ

ｂ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、外国
人の的確な在留管理が行われることが
必要であり、本提案についても、治安対
策の観点も含めて検討する必要があ
る。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

必要とされる「外国人の的確な在留管
理」の内容、それを行う主体・時期につ
き、具体的にお示しいただきたい。

-

措置
の分
類

c

b

b

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

具体的な施策については、現在、在留
管理に関するワーキングチーム等にお
いて、関係省庁で検討を行っているとこ
ろであり、その具体的内容、主体、措置
時期については、示す段階にはない。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

要望主体
管理番号

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

2

A

現在の技能実習移行対象職種には、ＩＴ
外国人研修・
技術移転による送出国への国際貢献と 分野やサービス産業など、現在の日本
技能実習制
現在62職種、114作業のみ対象となって
いう趣旨を徹底するため、日本での成 の成長産業が含まれていない。当該制
度の見直し
いる職種を一定条件に達する職種へ拡
長産業（ＩＴ分野、サービス分野等）へ職 度の技術移転による国際貢献という意
（技能実習移
大することを求める。
義を明確にするためにも、成長分野へ
種を拡大する。
行対象職種
の対象拡大を行うことが必要がある。
の拡大）

4

A

外国人に関
する医療保
険と年金保
険の加入分
離

A

日系人を採用した場合、本人に代わっ
て雇用主が外国人登録の手続きを行
う。
そして、雇用主が地方自治体に届出す
日系人の雇
①日系人を雇用している企業に、在籍 る際に、雇用する外国人の在留資格証
用主に対す
労働者すべてについて報告義務を課す 明書を添付させる。
る外国人登
また、在留資格証明書の発行手数料を
ことを求める。
録の届出義
②在留資格証明書の発行手数料を引き 引き下げることで、日系人を雇用する毎
務化
に当該証明書を発行しやすくなる。それ
下げることを求める。
はつまり不法就労者の雇用リスクが回
避でき、日系人を多数雇用する業務請
負業界の健全化が図れる。

人材派遣業界は、労働者派遣法に基づ
き適正に運用・検証していく仕組みが確
立されている反面、業務請負業界は具
体的な法規制が存在しない。そのため、
擬似請負が横行し、そのチェック機能も
働かない。そのため、日系人を活用する
業務請負会社は多数存在しているが、 入管法
不法労働者の活用、社会保険未加入等 外国人登録法
を防ぐ手段がない。
また、在留資格証明書については、発
行手数料が1通680円と高く、不法労働
者の採用を回避しようとする健全経営
企業（又は日系人本人）にとっては負担
が重い。

B

①日系人への職業紹介事業について
は、外国人における社会保険の適正運
用を実施している事業所以外は求人票
日系人への職業紹介及び職業訓練機
を受付けない等規制を強化する。
日系人への
能を、知見があり、かつ適正運営を実施
②日本国内での転職を円滑にできるよ
職安機能拡
している民間人材派遣会社に開放する
う、日系人向け職業訓練機能を拡充さ
充
ことを求める。
せ、実績・経験の豊富な民間業者に当
該事業を開放することで日系人への
サービスレベルの向上を図る。

日系人は、比較的他職場で応用の利か
ない単純業務に就いていることが多く、
退職後、他の仕事に就くことが困難であ
る（就ける仕事が限定的）。また、キャリ
職業安定法等
ア形成も困難な状況である。民間企業
の持つ知見・ノウハウを活用し、日系人
の実態にあった適切なサービスが必要
である。

z05057

外国人研
修・技能実
警察庁・法
習制度の
務省・外務
見直し（技
省・厚生労
能実習移
働省
行対象職
種の拡大）

5119

5119002

テンプスタッ
フグループ

z05058

外国人に
関する医
警察庁・厚 療保険と
生労働省 年金保険
の加入分
離

5119

5119004

テンプスタッ
フグループ

z05059

z05060

日系人の
雇用主に
警察庁・法
対する外
務省・外務
国人登録
省
の届出義
務化

日系人へ
警察庁・厚
の職安機
生労働省
能拡充

5119

5119

テンプスタッ
フグループ

5119007

テンプスタッ
フグループ

5119008
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要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

2006/1/1814:43

7

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

加入資格対象者は社会保険（健康保
険、厚生年金保険、雇用保険）はすべて 永住ビザを持たない外国人は近い将来
一体で加入しなければならないが、外国 必ず帰国するため厚生年金保険への加
人に限り健康保険と厚生年金保険の加 入を任意とする。
入を分離させることを求める。

要望理由

根拠法令等

技能実習制度に係る出入国管理上の
取扱いに関する指針（平成十六年法務
省告示第九十八号、平成五年法務省告
示第百四十一号）
技能実習制度推進事業運営基本方針
（平成五年四月五日労働大臣公示、平
成十六年四月十九日改正）

医療保険は身近な補償制度であるため
外国人の加入メリットはあるが、厚生年
厚生年金法
金保険は加入しても、年金受給資格を
健康保険法
得られず、保険料を支払うこと自体無駄
になってしまう。

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

−

警察では、
「警察職員の
職務倫理及
び服務に関
する規則（国
家公安委員
会規則）」の
中で規定さ
れている警
察職員が保
持すべき職
務倫理の基
本を警察職
員一人一人
が、自らの行
動原理として
体得し実践
するよう、警
察学校及び
警察署等の
職場におい
て職務倫理
教育を実施し
ている。

「行政手続
行政手
等における
続等にお
情報通信の
ける情報
技術の利用
通信の
に関する法
技術の
律の施行に
利用に関
伴う国家公
する法律
安委員会の
の施行に
所管する関
伴う国家
係法令に規
公安委
定する対象
員会の
手続等を定
所管する
める国家公
関係法
安委員会規
令に規定
則」第２条で
する対象
指定するオン
手続等を
ライン申請に
定める国
ついては、同
家公安
規則第３条
委員会
第３項に定め
規則（平
るとおり、申
成１５年
請者が申請
３月２８
情報に電子
日国家
署名を行い、
公安委
当該電子署
員会規
名に係る電
則第６
子証明書と
号） 第３
併せてこれを
条第３項
送信する（公

なし

電子申請・電
子納付につ
いては、成果
重視事業とし
て、目標を設
定した取組
みを行ってい
る。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

C

c

e

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

−

警察における職務倫理については、警
察職員が警察職員であるが故に保持し
なければならない、職務に関連した道義
上の規範であり、他の公共団体や民間
企業に比べて厳格かつ高度で、私生活
まで含むものであることから、第三者機
関によるコンプライアンス研修は馴染ま
ない。

規則制定に当たっては、オンライン申
請等が非対面の手続であり、また、イン
ターネットというオープン・ネットワーク上
で情報を送受信するため、なりすまし、
情報の改ざんを防止する手段として、公
的認証の実施が必要であるとして整理
したものであり、各手続のリスクの有無
や軽重については、この時点で十分に
検討を行っているところ、公的認証を代
替する手段がない限り、これを見直すこ
とはできないものと考える。
電子政府利用促進週間における、オ
ンライン申請等の利用に関しての意見
募集については、引き続き行っていくこ
ととする。

成果重視事業については、目標を設定
するとともに、平成１８年より、年ごとに
実績評価を行い、利用者の便宜の一層
の向上を図る予定である。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

−

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

-

z05061

-

z05062

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

管理コード 所管省庁

z05063

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

z05064

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

外国人研
修・技能実
警察庁・法
習制度の
務省・外務
見直し（技
省
能実習期
間の延長）

要望主体
管理番号

5120

5121

5121

5124

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

5120003

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

5121003

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

5121004

株式会社フ
ルキャスト

5124002

19/22

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

3

3

4

2

B

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

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イアンス
公務員による不正行為や非倫理的行為
レベルを評価、コンプライアンス研修を
コンプライア
を未然に防止し公共サービスのレベル
行うことによりコンプライアンスレベルを
ンス監査シス
を高めるため、第三者機関による監査
高める。このシステムは問題があってか
テムの導入
システムを導入する。
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。

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
ちろん情報保護の観点ならびにインター
ネットという非対面での手続きに伴なう
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。

A

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

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
モデル事業
取り扱い件数についても年度ごとに目
を活用しての
標値を明確化しての計画立案と事後評
電子政府の
価を確実に行って欲しい。すなわちモデ
推進
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。

A

外国人研修・
技能実習制
現在の制度上最長３年の研修期間、技
度の見直し
能実習期間を、数年間期間延長する。
（技能実習期
間の延長）

要望理由

根拠法令等

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。

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。

技術移転としての国際貢献の位置付け
を明確にするためには、最長３年の研
修期間、技能実習期間を経て帰国する
技能実習制度推進事業運営基本方針
のではなく、習得した技能を経験し体得
技能実習制度に係る出入国管理上の
する期間として数年の期間延長が必要
取扱いに関する指針
である。研修生が一定水準の技能に達
した後に熟成期間を置く事で、初めて技
術の伝承が可能となる。

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

古物営業法
第２１条の３
では、古物競
りあっせん業
者は、出品さ
れた古物に
ついて、盗品
古物営
等の疑いが
業法第２
あると認める
１条の３
ときは、直ち
に、警察官に
その旨を申
告しなければ
ならないこと
とされてい
る。

道路交
通に関す
る条約第
24条第１
項、附属
書９、附
属書10
道路交
通法第
107条の
７
道路交
通法施
行規則
（昭和35
年総理
府令第
60号）第
37条の
７、第37
条の８、
第37条
の９、第
37条の
10、別記
様式第
22の７

国際運転免
許証（国外運
転免許証）の
規格（縦横の
寸法を含む。
以下同じ。）、
記載内容等
は条約に規
定されてお
り、これを受
けて国内法
により発給に
関する規定
を設けてい
る。

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

c

盗品等の流通防止については、警察庁
において、都道府県警察を通じて、古物
競りあっせん業者に対して、インター
ネット・オークションサイトの運用の改善
について指導を実施しているところであ
り、大手の古物競りあっせん業者におい
ては、出品物の監視を行うなど、自主的
な取組みが推進されていることから、現
状においては、御提案の行政処分等を
設けなければならない特段の事情は認
められないが、今後、状況に応じてイン
ターネット・オークションサイトにおける
盗品等の流通防止のための検討を継
続的に実施していきたいと考える。

ｃ

条約で定められた国際運転免許証の規
格等に準拠しないものは、条約上の国
際運転免許証ではない。

ｃ

ｃ

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

１．「古物競りあっせん業者に対して、盗
難自動車の流通防止のため、インター
ネット・オークションサイトの運用を改善
するよう指導」いただいていることは承
知しており効果を期待しているが、法律
上は罰則がなく、あくまでも、古物競り
あっせん業者の自主的な取組みを期待
するものとなっている。
２．インターネットオークションは誰でも
出品が可能であり、2005年12月某日の
大手古物競りあっせん業者における自
動車本体の出品は14,521件、カーナビ
については21,664件となっており、本人
の特定が難しかったり、盗品の出品制
限が必ずしも遵守されていない。イン
ターネットオークションにおいては、盗難
自動車に限らず、盗難品の流通等を防
止する対策を確立する必要があると考
える。
上記を踏まえ、インターネットオークショ
ン事業者に盗難品の流通防止の責任を
課すことで、実効的な効果が期待できる
ことから、再検討頂きたい。

措置
の分
類

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

現在、インターネット・オークションを通じ
た盗品等の流通防止については、警察
庁及び都道府県警察において、古物競
りあっせん業者に対し、申告義務履行
のための自主的な取組みの推進、シリ
アルナンバー等のある古物を出品する
場合には、当該シリアルナンバー等を
サイトに掲載するよう勧奨する等の行政
指導を継続して実施しているところであ
る。また、大手の古物競りあっせん業者
においては、盗品等の流通防止を図る
ため、継続的な出品物の監視、会員登
録時の本人確認の強化等の自主的な
取組みを実施しているところであり、こう
した取組みの状況を見つつ、また、他の
関係者による施策等についても見なが
ら、ご提案の行政処分等を設けなけれ
ばならない特段の事情は認められない
が、今後、状況に応じてインターネット・
オークションサイトにおける盗品等の流
通防止のための検討を継続的に実施し
ていきたいと考える。

-

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

c

c

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
なお、外国人研修・技能実習制度につ
いては、本来の趣旨に反し、就労目的・
出稼ぎ意識で来日する研修生、安価な
労働力確保のために研修生・技能実習
生を受け入れる受入機関、両者を取り
持つブローカーにより、実質的に低賃金
の単純労働者の受入れに悪用されてい
るケースが散見されるところである。
また、こうした研修生・技能実習生が、
研修・実習の実態がなく資格外活動を
行ったり、研修・実習先から失踪して不
法滞在・不法就労を行ったりする事例も
増加傾向にある。

管理コード 所管省庁

要望事項
（事項名）

z05065

警察庁・財 自動車盗
務省・国土 難対策の
交通省
強化

z05066

国際免許
証のサイ
ズ変更【新
規】

z05067

z05068

警察庁

外国人研
警察庁・法
修・技能実
務省・厚生
習制度の
労働省
見直し

外国人研
警察庁・法
修・技能実
務省・厚生
習制度の
労働省
見直し

要望主体
管理番号

5141

5144

5144

5144

要望事項
管理番号

グ
分割 ループ
要望主体名
番号 化番
号

5141018

（社）日本損
害保険協会

5144084

(社）日本経
済団体連合
会

5144086

5144086

1

2

20/22

（社）日本経
済団体連合
会

（社）日本経
済団体連合
会

要望
要望
種別
事項
（規制
番号
改革

18

84

86

86

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容

A

A

国際免許証 国際免許証も、国内の免許証同様、
のサイズ変 カードサイズに変更すべきである。
更【新規】 (カードサイズ 縦：5.5cm、横：8.5cm）

A

根拠法令等

その他
（特記事項）

2004年（暦年）の自動車盗難件数は58,737件となり、前
年に比べ減少したものの、5年続けて60,000件前後の盗
難件数を記録している。また、自動車盗難に係る支払保
険金は毎年600億円弱に達しており、車両保険の普及率
が35％であることを勘案すると、我が国の自動車盗難に
よる社会的損失額は少なくとも1000億円を超えるものと考
えられ、これらの資金が犯罪組織に還流されるなど、重大
な社会的問題であると認識している。
また、和歌山県で発生したエアガンの発射事件にあるよ
うに、盗難車が二次犯罪にも使用されることも懸念される
ところであり、さらにコンテナ通関やインターネットオーク
ションにおいて犯罪組織などが不正取引を行いやすい環
境は変わっておらず、自動車盗難を削減させる社会的要
請は、今後ますます高まるものと考える。

①税関または第三者証明機関によるコ
中古車の不正輸出や不正流通のルー
ンテナー内貨物の現物確認の強化
トに対する対策を実施することで、我が
②インターネットオークションにおける盗
国における自動車盗難を減少させ、約
自動車盗難
難自動車の流通阻止（古物営業法21条
1000億円を超えると推定される社会的
対策の強化
の3の申告義務違反に対する行政処
損失や二次犯罪の発生を抑える効果が
分・罰則の制度化）
期待される。

A

要望理由

外国人研修・
技能実習制
度の見直し

外国人研修・
技能実習制
度の見直し

外国人研修・技能実習制度は、製造
業のみならず農業・水産業等多くの産
業分野で活用され、わが国及び発展途 （左欄より続く）
上国の経済発展に貢献する不可欠な制 （例えば、新たな在留資格の下では、半
度として定着する一方で、同制度を低賃 年の研修と２年半の技能実習や母国で
金の労働者供給ビジネスとして悪用して 一定の研修を終了した場合には更なる
いる団体やブローカーなどが介在する 研修期間の短縮と技能実習期間の長
場合も少なくない。従って、同制度の見 期化を可能とする）。
直しにおいては、制度の趣旨を一層徹 ②技能実習の対象職種の拡大技能実
底するとともに、不正行為を行った受け 習の対象職種は、現在、その大半が製
入れ機関の新規受け入れ停止期間を５ 造業に係る職種であるが、サービス業
年に延長するなど規制を強化する一方 を含め開発途上国等に高いニーズがあ
で、過去数年にわたり研修生・技能実習 り、わが国において優れた知見・技術等
生の受け入れ実績があり、かつ不正行 が蓄積されている分野等について対象
為等なく適正な運営を行なっている企業 職種を拡大する。その際には、技能検
については優良事業者として認定し、下 定やＪＩＴＣＯ認定に加え、厚生労働大臣
記の点を含め、各種の規制緩和策を講 が認定する企業の社内検定も活用す
じるべきである。その際には、経済連携 る。
協定（EPA)交渉を進めているインドネシ ④受け入れ企業・技能実習生双方の
アなどからの要望も踏まえ、経済連携協 ニーズに基づく在留資格の変更
定の枠組みの中で、受け入れ者の要件 研修・技能実習制度の例外的措置とし
や受け入れ枠の設定、受け入れ機能の て、わが国の産業競争力、地域経済、
一元化等の適切な仕組みを整備して先 国民生活の維持・強化に必要な分野に
ついて、特に高度な技能等を修得した
行実施することも検討すべきである。
①外国人研修・技能実習制度に関する 者等一定の要件の下で在留資格を変
更し、専門的・技術的分野の人材として
在留資格の創設
わが国において就労することを認める。
同制度における非実務研修、実務研
修、技能実習の期間等につき柔軟性を
確保すべく 「技能実習」を前提として在
外国人研修・技能実習制度は、製造業
のみならず農業・水産業等多くの産業
分野で活用され、わが国及び発展途上
国の経済発展に貢献する不可欠な制度
として定着する一方で、同制度を低賃金
の労働者供給ビジネスとして悪用してい
る団体やブローカーなどが介在する場
合も少なくない。従って、同制度の見直
しにおいては、制度の趣旨を一層徹底
するとともに、不正行為を行った受け入
れ機関の新規受け入れ停止期間を５年
に延長するなど規制を強化する一方
で、過去数年にわたり研修生・技能実習
生の受け入れ実績があり、かつ不正行
為等なく適正な運営を行なっている企業
については優良事業者として認定し、下
記の点を含め、各種の規制緩和策を講
じるべきである。その際には、経済連携
協定（EPA)交渉を進めているインドネシ
アなどからの要望も踏まえ、経済連携協
定の枠組みの中で、受け入れ者の要件
や受け入れ枠の設定、受け入れ機能の
一元化等の適切な仕組みを整備して先
行実施することも検討すべきである。
③再技能実習の制度化及び技能実習
期間の延長等現地の技能者を多能工と
して育成するため、また、技術の進展や
複雑化に伴いより高度な技術を習得す
るため ３年間の研修・技能実習修了

①コンテナーへの積み込みにあたり、盗難車を他の貨物
と偽って、または車両本体を解体して積み込むことによ
り、盗難自動車を不正に輸出する手口が残されている。
具体的な検挙事例を見ても、愛知県警が今年10月に検
挙した自動車窃盗団も盗難車を部品に解体して海外に不
正に輸出を繰り返していたし、7月に埼玉県警が検挙した
窃盗団もコンテナを利用して盗難車を海外に不正輸出し
ている。
今年7月から道路運送車両法の改正により、正規の業
務通関での不正輸出が困難となったことから、特にコンテ
ナーを利用した不正輸出については、今後、対策を強化
していかなければ、不正輸出の温床となりかねないと危
惧している。コンテナーを使用する不正輸出を防ぐために
は、コンテナーの内容物を確認して、盗難自動車が紛れ
込んでいないかどうかを厳重に確認することは極めて効
果的である。ただし、すべてのコンテナーを確認すること
は現実的に不可能であることから、例えば、仕向地、輸出
業者(不特定多数の荷主を扱うなど)を限定するなどして、
税関におけるコンテナー内貨物の現物確認を促進してい
ただきたい。また、第三者証明機関の立会いを指導し、同
機関によるコンテナー確認の徹底をすることでも、大幅な
改善が図られるものと考える。
②インターネットオークションに、車検証が備わっていな
かったり、車台番号のない自動車が出品されており、盗難

①関税法基本通達67-1-20（輸出貨物
コンテナー扱い）
②古物営業法第21条の3（申告）

国際免許証のサイズは、パスポートよ
りも大きく、内ポケットにも収納しにくく、
不便である。
道路交通法第107条の２
国内免許証や、保険証等もカードサイ
道路交通に関する条約附属書10
ズに統一されつつある中、国際免許証
のサイズを、携帯しやすいカードサイズ
に変更すべきである。

国際免許証のサイズ は、縦：14.8cm、
横：10.5cmである。

研修生から技能実習生への移行者
が２万人を超えるなど、本制度がわが
国および開発途上国において不可欠な
制度となった今日、研修・技能実習制度
を適正かつ円滑に推進し一層充実させ
ていくためには、運用の適正化ととも
に、制度自体の見直しを行う必要があ
る。研修・技能実習期間の延長や職種 出入国管理及び難民認定法第７条１項
拡充を求める声が多い一方、研修生や 第２号の基準を定める省令
技能実習修了間際の失踪問題を解決 在留資格「研修」に係る基準省令に関す
するため、研修期間中の待遇改善や技 る法務省告示
能実習終了後のインセンティブ付与を 技能実習制度に係る出入国管理上の
求める声も出ている。また、日インドネシ 取扱いに関する指針
ア経済連携協定（EPA）交渉において、
インドネシア側から、①研修期間におけ
る待遇の改善、②受け入れ職種の拡
大、③研修・技能実習修了後の就労、
等につき要望が寄せられていることか
ら、互恵的なEPAを締結していく観点か
らも、積極的に対応していくべきである。

現行の外国人研修・技能実習制度
は、１年間の「研修（非実務研修および
実務研修）」（生活実費として研修手当
を支給）と２年間の「技能実習」（労働の
対価として賃金を支給）の最長３年間で
構成され、「技能実習」の対象職種は、
技能検定等の対象となる62職種114作
業に限定されている。また、受け入れ人
数は当該受け入れ企業の常勤従業員
数の５％（中小企業特例あり）とされ、技
能実習修了後、他の職種の技能実習を
行うことや在留資格を変更し就労するこ
とは認められていない。
2005年3月29日に策定された『第三次
出入国管理基本計画』においては、同
制度の見直しとして、技能実習に係る在
留資格の創設や実務研修中における法
的保護の在り方、国際貢献に資する観
点からの技能実習の対象職種の幅広
い見直し、等が指摘されている。

研修生から技能実習生への移行者
が２万人を超えるなど、本制度がわが
国および開発途上国において不可欠な
制度となった今日、研修・技能実習制度
を適正かつ円滑に推進し一層充実させ
ていくためには、運用の適正化ととも
に、制度自体の見直しを行う必要があ
る。研修・技能実習期間の延長や職種 出入国管理及び難民認定法第７条１項
拡充を求める声が多い一方、研修生や 第３号の基準を定める省令
技能実習修了間際の失踪問題を解決 在留資格「研修」に係る基準省令に関す
するため、研修期間中の待遇改善や技 る法務省告示
能実習終了後のインセンティブ付与を 技能実習制度に係る出入国管理上の
求める声も出ている。また、日インドネシ 取扱いに関する指針
ア経済連携協定（EPA）交渉において、
インドネシア側から、①研修期間におけ
る待遇の改善、②受け入れ職種の拡
大、③研修・技能実習修了後の就労、
等につき要望が寄せられていることか
ら、互恵的なEPAを締結していく観点か
らも、積極的に対応していくべきである。

現行の外国人研修・技能実習制度
は、１年間の「研修（非実務研修および
実務研修）」（生活実費として研修手当
を支給）と２年間の「技能実習」（労働の
対価として賃金を支給）の最長３年間で
構成され、「技能実習」の対象職種は、
技能検定等の対象となる62職種114作
業に限定されている。また、受け入れ人
数は当該受け入れ企業の常勤従業員
数の５％（中小企業特例あり）とされ、技
能実習修了後、他の職種の技能実習を
行うことや在留資格を変更し就労するこ
とは認められていない。
2005年3月29日に策定された『第三次
出入国管理基本計画』においては、同
制度の見直しとして、技能実習に係る在
留資格の創設や実務研修中における法
的保護の在り方、国際貢献に資する観
点からの技能実習の対象職種の幅広
い見直し、等が指摘されている。

「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
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制度の現状

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

出入国
制度の所管
管理及び
官庁は法務
難民認
省である。
定法

措置
の分
類

ｃ

ｃ

ｃ

ｃ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

平成16年中の検挙件数・人員が共に
過去最多を記録するなど、来日外国人
による犯罪が深刻化している。
入国・滞在資格を悪用して不法滞在・
不法就労する者や研修制度等を悪用し
て安価な労働力を確保するために外国
人を不法に就労させる者が多数存在
し、これが温床となって来日外国人によ
る犯罪が多発する現状において、治
安、出入国管理その他日本社会に与え
る様々な影響について十分な考慮がな
され、これに対する所要の措置が講じら
れない限り、提案を実施することは適当
でない。

その他

再検討要請

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

「所要の措置」が講じられる時期、主
体、内容につき、具体的にお示し願いた
い。

措置
の分
類

c

c

c

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。

外国人の受入れを検討する大前提と
して、外国人の在留管理の在り方につ
いて検討する必要があると考えるが、具
体的な施策については、現在、在留管
理に関するワーキングチーム等におい
て、関係省庁で検討を行っているところ
であり、その具体的内容、主体、措置時
期については、示す段階にはない。
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（社）日本経
済団体連合
会
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（社）日本経
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会
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会
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会
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具体的
要望内容

A

外国企業と
の契約に基
づく専門的・
技術的分野
の外国人受
入に係る在
留資格の早
期整備

政府は閣議決定に従い、極力早期に
必要な在留資格を整備すべきである。
その際、事業活動の実態を反映した現
実的かつ柔軟な要件設定を行い、わが
国企業、外国企業ともに過度な負担を
課すことのないようにすべきであり、在
留期間について極力長期なものとする
こと等が重要である。特に、労働基準関
連法令等の適用に関わる措置が必要と
される場合には、わが国の受け入れ企
業の社員を外国企業に出向させ（勤務
地は引き続き日本）、その者を来日する
外国人の管理者とみなすことにより、外
国人が１名で来日する場合でも新たな
在留資格の取得を可能とすべきであ
る。

A

2004年11月に日比経済連携協定が大
筋合意に達したことにより、一定の要件
を満たすフィリピン人の介護福祉士候補
者の入国を認め、日本語等の研修修了
当面、介護業務に関する専門性を有
後、日本の国家資格を取得するための
介護は、少子化・高齢化が進む中、将
するとされている介護福祉士について
準備活動の一環として就労することを認
来的に労働力不足が深刻化すると予想
は、介護事業者等からの要望を踏まえ (左欄より続く）
める（滞在期間の上限４年）とともに、国
て新たな在留資格を設け、わが国にお 将来的には、介護福祉士試験の受験 される分野であり、わが国の介護サービ
家試験を受験後、国家資格取得者は介
ける外国人の介護分野での就労を認め による国家資格を取得するための準備 スの維持・充実の観点から、諸外国から
護福祉士として引き続き就労が認めら
るべきである。同時に、わが国の高校卒 活動の一環として、一定の日本語能力 優秀な人材を受け入れることが重要で
外国人の介 業と同等程度の中等教育を修了した外 を有する者がホームヘルパー等の公的 ある。今回の日比合意は、とりわけこれ 出入国管理及び難民認定法第７条１項 れることとなった。同時に、日本語の研
修修了後、課程を修了した者に介護福
護分野での 国人で一定の日本語能力を有する者に 資格を取得してわが国で就労することを まで専門的・技術的分野とみなされてい 第２号の基準を定める省令
祉士の国家資格が付与されることとなる
在留資格の ついては、「留学」等の在留資格におい 認めるとともに、これらの資格取得を支 なかった介護分野での外国人の就労の 社会福祉士及び介護福祉士法
日本国内の養成施設へ入学する枠組も
てわが国に２年間滞在し、厚生労働大 援すべく、わが国の訪問介護員養成研 途が開かれた点で、その第一歩として 介護保険法
整備
設けられることとなった。
臣の指定した養成施設において介護福 修事業者等が日本語教育ならびに日本 評価できる。しかしながら、わが国の介
しかし、具体的な受入れ人数につい
祉士として必要な知識及び技能を修得 と同様の課程を実施する分校を海外で 護サービスの維持・充実の観点からも、
ては、日本側がフィリピン側と相談して
することを認め、介護福祉士の資格取 設置できる制度を設けることを検討すべ ＥＰＡ交渉において合意した場合に限ら
決めるとされるとともに、与えられる在
ず、同分野での外国人受け入れの一層
得後、新たな在留資格に変更することを きである。
留資格も「特定活動」と暫定的な対応と
の促進に取り組むべきである。
可能とすべきである。
なっている。また、他の外国人について
（右欄へ続く）
は、例え介護福祉士の国家資格等を取
得しても、介護分野での就労を目的とし
た入国は認められていない。

A

わが国経済社会の様々な分野で活躍
する（あるいは活躍が期待されている）
「高度人材」の受け入れをより一層促進
すべく、わが国で長期的かつ安定的に
就労することを望む「高度人材」にとって
阻害要因となっている最長３年の在留
高度人材に
期間について、例えば在留資格「人文
対する在留
知識・国際業務」「技術」「投資・経営」
期間の長期
等、総じて専門性が高く不法滞在者も少
化
ない分野の人材（いわば「高度人材」）に
ついては、その他一般の専門的・技術
的分野の外国人労働者を含む在留外
国人のチェック体制の強化に関する議
論・検討に先行させ、在留期間を５年に
伸張すべきである。(省略あり）

A

現在では専門的、技術的分野に該
当するとは評価されていない分野にお
ける外国人労働者の受け入れについ
て、政府全体としていたずらに結論を先
送りすることのないよう、期限を明確に
した上で可及的速やかに検討を進める
べきである。
当面、例えば「技能」の在留資格で認
められる活動として、入管法別表第一
の二に定められている「産業上の特殊
な分野に属する熟練した技能を要する
業務に従事する活動」をより柔軟に解釈
して基準省令を見直し、わが国の産業
競争力、地域経済、ならびに国民生活
の維持・強化の観点から必要な外国人
受け入れを推進すべきである。具体的
には、①高校卒業若しくはこれと同等程
度の中等教育を修了していること、
（右欄へ続く）

専門的・技術
的分野の外
国人労働者
の範囲の見
直し

具体的事業の
実施内容

その他
（特記事項）

要望事項
（事項名）

要望理由

根拠法令等

近年、わが国企業の更なる国際競争
力強化に向けて、共同研究・開発、マー
ケティングやシステム開発のアウトソー
シング化等、国境を越えた様々な協力
や事業再編等が増えている中、これら
外国人を受入れるための制度の整備が
強く求められている。しかし、現状では、
外国企業がわが国に本店、支店、その 出入国管理及び難民認定法
他の事業所を有しない場合には、在留 出入国管理及び難民認定法第七条第
資格「企業内転勤」に該当せず、また、 一項第二号の基準を定める省令
わが国企業と当該外国人の間には契約
が存しない場合には、在留資格「技術」
「人文知識･国際業務」の要件も満たさ
ない。さらに、在留資格「短期滞在」で
は、在留期間が90日以内とされているこ
とから長期にわたり滞在することはでき
ない。

専門的、技術的分野の中でも、在留資
格「投資・経営」等の「高度人材」につい
ては、現行の在留期間（３年又は１年）
終了までに更新の手続きを行う制度に
代えて、一定の報告義務等を課し資格
外活動等を行っていないことを証明する
こと等の手続きを導入することにより、
不法就労等の問題の発生を防止するこ
とができる一方で、問題のない「高度人
材」の身分の安定性は大いに高まると
考えられる。
なお、その他「高度人材」に含まれな
い一般の専門的・技術的分野の在留資
格者や、身分又は地位に基づく在留資
格者などの在留外国人については、就
労状態、居住状態、社会保険の加入状
況、子供の就学状況等を総合的に把
握・管理する仕組みを検討し、在留期間
の伸長も含め、引き続き2006年度中に
結論を得るための検討が行われること
を期待する。

（左欄より続く）
②一定以上の実務経験等を有すること
（例えば、海外の日系企業等で４年以上
や研修・技能実習で３年修了など）、
③一定以上の日本語能力及び技能評
価を受けていること（例えば、技能検定
若しくは厚生労働大臣が認定する企業
の社内検定など）を条件とし、「技能」の
在留資格の下で日本国内での就労を認
めるべきである。
同時に、「企業内転勤」の在留資格に
ついても、上記見直しに合せて、現在認
められている「技術」又は「人文知識・国
際業務」に加え、「技能」の在留資格に
該当する活動も適用されるよう検討す
べきである。

わが国企業と、わが国に本店、支店、
その他の事業所がない外国企業とが一
定の契約を締結し、同契約を履行する
ため当該外国企業に属する専門的・技
術的分野の外国人を一定期間わが国
に受入れる必要性が高まっているが、こ
のような高度人材がわが国に滞在し必
要な業務を行うための在留資格が整備
されていない。
2005年３月25日に閣議決定された『規
制改革・民間開放推進３か年計画（改
定）』では、当会の昨年度の要望を受
け、「我が国企業と海外の企業との共同
研究・開発等を行うために受入れる海
外の企業に所属する専門的・技術的分
野の外国人が長期的に在留できるよ
う、国内法制との整合性に留意しつつ、
早急に検討し、結論を得る」（平成17年
度検討・結論）とされた。

出入国管理及び難民認定法では、現
在、一度の許可で与えられる在留期間
は、「外交」、「公用」及び「永住者」を除
き最長３年となっている。
2005年3月29日に策定された『第三次
出入国管理基本計画』では、専門的・技
術的分野の外国人の中でも「高度人材」
をより積極的に受け入れる姿勢を示し、
「経済、文化等様々な面で我が国に貢
出入国管理及び難民認定法第２条の２
献している高度人材に対しては、１回の
第３項
許可でより長期間の在留期間を決定す
出入国管理及び難民認定法施行規則
ることとし、安定的に我が国で活動しや
別表第２
すい方策を構築する必要性が指摘され
ている」として、「在留期間を伸長しても
不法就労等の問題を発生させない仕組
みを確立することを前提に、高度人材の
在留期間の伸長を図っていく。また、併
せて高度人材に含まれない専門的、技
術的分野の在留資格に係る在留期間
の伸長についても検討していく。」として
いる。

今後、労働力人口の減少が不可避的
な状況にある中、わが国の国際競争力
の維持・強化等を図る上では、わが国に
とって付加価値の高い外国人労働者を
適切に受け入れていくことが重要であ
る。とりわけ、わが国の競争力の源泉で
ある生産現場に不可欠な技術・技能、
知識・ノウハウを有する人材や、豊かな
国民生活や地域経済を維持する上で不
可欠な人材などをより積極的に受け入
出入国管理及び難民認定法第７条１項
れる必要性が高っている。
第２号の基準を定める省令
例えば、マシンキーパー（生産システ
ムのメインテナンスを迅速かつ確実に
行うため電気機械等に関する高度かつ
広範囲な専門的知識と技能を有する人
材）などや研修・技能実習終了後の就
労（金型加工等のわが国の産業競争力
の維持・強化に必要な分野）などに関し
て、わが国産業界のみならず、日インド
ネシアEPA交渉においてインドネシア側
からも関心が示されている。(省略あり）

現在、就労を目的とする在留資格とし
て出入国管理法で定められているの
は、「投資・経営」、「研究」、「技術」、「人
文知識・国際業務」、「企業内転勤」、
「技能」等の14資格（「外交」、「公用」を
除く）であり、その具体的な要件は、出
入国管理及び難民認定法第７条１項第
２号の基準を定める省令にて定められ
ている。
2005年３月29日に策定された『第三次
出入国管理基本計画』では、「専門的，
技術的分野における外国人労働者の受
入れを一層積極的に推進していくことが
重要であり，専門的、技術的分野と評価
できるものについては、経済、社会の変
化に応じ、在留資格や上陸許可基準の
見直しを行っていく」と指摘するととも
に、「現在では専門的、技術的分野に該
当するとは評価されていない分野にお
ける外国人労働者の受入れについて着
実に検討していく」としている。

「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

古物営業
法第２１条の
３では、古物
競りあっせん
業者は、出
品された古
物について、
古物営
盗品等の疑
業法第２
いがあると認
１条の３
めるときは、
直ちに、警察
官にその旨
を申告しなけ
ればならない
こととされて
いる。

措置
の分
類

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

盗品等の流通防止については、警察庁
において、都道府県警察を通じて、古物
競りあっせん業者に対して、インター
ネット・オークションサイトの運用の改善
について指導を実施しているところであ
り、大手の古物競りあっせん業者におい
ては、出品物の監視を行うなど、自主的
な取組みが推進されていることから、現
状においては、御提案の行政処分等を
設けなければならない特段の事情は認
められないが、今後、状況に応じてイン
ターネット・オークションサイトにおける
盗品等の流通防止のための検討を継
続的に実施していきたいと考える。

その他

再検討要請

１．「古物競りあっせん業者に対して、盗
難自動車の流通防止のため、インター
ネット・オークションサイトの運用を改善
するよう指導」いただいていることは承
知しており効果を期待しているが、法律
上は罰則がなく、あくまでも、古物競り
あっせん業者の自主的な取組みを期待
するものとなっている。
２．インターネットオークションは誰でも
出品が可能であり、2005年12月某日の
大手古物競りあっせん業者における自
動車本体の出品は14,521件、カーナビ
については21,664件となっており、本人
の特定が難しかったり、盗品の出品制
限が必ずしも遵守されていない。イン
ターネットオークションにおいては、盗難
自動車に限らず、盗難品の流通等を防
止する対策を確立する必要があると考
える。
上記を踏まえ、インターネットオークショ
ン事業者に盗難品の流通防止の責任を
課すことで、実効的な効果が期待できる
ことから、再検討頂きたい。

措置
の分
類

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

現在、インターネット・オークションを通じ
た盗品等の流通防止については、警察
庁及び都道府県警察において、古物競
りあっせん業者に対し、申告義務履行
のための自主的な取組みの推進、シリ
アルナンバー等のある古物を出品する
場合には、当該シリアルナンバー等を
サイトに掲載するよう勧奨する等の行政
指導を継続して実施しているところであ
る。また、大手の古物競りあっせん業者
においては、盗品等の流通防止を図る
ため、継続的な出品物の監視、会員登
録時の本人確認の強化等の自主的な
取組みを実施しているところであり、こう
した取組みの状況を見つつ、また、他の
関係者による施策等についても見なが
ら、御提案の行政処分等を設けなけれ
ばならない特段の事情は認められない
が、今後、状況に応じてインターネット・
オークションサイトにおける盗品等の流
通防止のための検討を継続的に実施し
ていきたいと考える。
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A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

①税関または第３者証明機関による、コ
ンテナー内貨物の現物確認を強化すべ
きである。
自動車盗難 ②インターネットオークションにおける盗
対策の強化 難自動車の流通を阻止するために、古
物営業法21条の3の申告義務違反に対
する行政処分・罰則を制度化すべきで
ある。

2006/1/1814:43

具体的事業の
実施内容
（要望理由）
2004年（暦年）の自動車盗難件数は
58,737件となり、前年よりは減少したも
のの、５年続けて60,000件前後の盗難
件数を記録している。また、自動車盗難
に係る支払保険金は毎年600億円弱に
達している。この損害保険で支払われ
た額と保険の普及率を勘案すると、我
が国の自動車盗難による社会的損失額
は1000億円を超えると考えられ、これら
の資金が犯罪組織に還流されるなど、
重大な社会的問題であると認識してい
る。
また、和歌山県で発生したエアガンの
発射事件にあるように、盗難車が二次
犯罪に使用されることも懸念されるとこ
ろであり、自動車盗難を削減させる社会
的要請は、今後ますます高まるものと考
える。
①コンテナーへの積み込みにあたり、
盗難車を他の貨物と偽って、または車
両本体を解体して積み込むことにより、
盗難自動車を不正に輸出する手口が残
されている。具体的な検挙事例を見て
も、愛知県警が10月に検挙した自動車
窃盗団も盗難車を部品に解体して海外
に不正に輸出を繰り返しており、７月に
埼玉県警が検挙した窃盗団もコンテナ
を利用して盗難車を海外に不正輸出し

要望理由

根拠法令等

(左欄より続く）
今年の７月から正規の業務通関での
不正輸出が困難となったことから、特に
(左欄より続く）
コンテナーを利用した不正輸出につい
ては、今後、対策を強化していかなけれ また、カーナビゲーション・カーステレオ
ば、不正輸出の温床となりかねない。コ 等についても膨大な量の商品が出店さ
ンテナーを使用する不正輸出を防ぐた れているが、車上ねらいで盗まれたカー
めには、コンテナーの内容物を確認し ナビゲーション・カーステレオ等について
て、盗難自動車が紛れ込んでいないか も多くの盗難品がネットオークションを通
どうかを厳重に確認することは極めて効 して処分されていると仄聞しており、イン
ターネットオークションの管理強化は必
果的である。ただし、すべてのコンテ
ナーを確認することは現実的に不可能 須であると考える。
警察庁では、古物営業法第21条の３
であることから、例えば、仕向地、輸出
業者(不特定多数の荷主を扱うなど)を の規定により、古物競りあっせん業者に
限定するなどして、税関におけるコンテ 対して、盗難自動車の流通防止のた
ナー内貨物の現物確認を促進すべきで め、インターネット・オークションサイトの
ある（ただし、優良事業者を除く）。また、 運用を改善するよう指導していると聞い
第３者証明機関の立会いを指導し、同 ているが、自主規制的なものではなく強
機関によるコンテナー確認の徹底をす 制的に盗難車を流通させないような手
段を講じさせるため、オークション事業
ることでも、大幅な改善が図られる。
②インターネットオークションに、車検証 者の申告義務違反に対する行政処分・
が備わっていなかったり、車台番号のな 罰則を制度化すべきである。
い自動車が出品されており、盗難車流
通経路の一つとなっている。今後、盗難 （根拠法令等）
自動車の海外への不正輸出が困難と 関税法基本通達67-1-20
なってくれば、国内での中古車の不正 古物営業法第21条の３
流通経路としてインターネットオークショ
ンを利用するケースが増加してくること
が予想される (右欄へ続く)

その他
（特記事項）

近年急増している自動車盗難は、専
門的かつ組織的な犯罪集団による盗難
車の海外売却を狙ったものが多い。防
犯や盗難防止装置（イモビライザー等）
の普及などを通じた盗難自体の防止が
必要であるが、その効果には限界があ
る。
道路運送車両法の改正により、7月か
ら中古車輸出時には輸出抹消仮登録
証明書を取得するか、一時抹消中の車
については輸出予定届出書を取得し、
税関において輸出時にそれらを確認す
ることになった。

